
- 1 -

2018年3月のロータリーレートは１ドル＝108円 創立20周年記念祝典 2018年4月21日(土）

金沢百万石

2017-18年度 RI 会長テーマ

「ロータリー：変化をもたらす」

「ROTARY：MAKING A DIFFERENCE」

イアンH.S.ライズリー

Sandringhamロータリークラブ所属

オーストラリア（ビクトリア州） 下口幸雄

2017-18年度2610地区ガバナー

クラブのカラーを出そう

点 鐘

１．ロータリーソング

『 ＲＯＴＡＲＹ 』

２．四つのテスト

３．上杉輝子会長挨拶

４．ゲスト・ビジターのご紹介

(1) ゲスト： 金沢市社会福祉

協議会 理事長 浦上 光太郎（うらがみ こうたろう）様

金沢美術工芸大学教授、認定NPO法人金沢アートグミ理事長 真鍋 淳朗（まなべ じゅん

ろう）様 素囃子講師 木村 千裕（きむら ちひろ）様

(2)ビジター:白山石川ＲＣ 永瀬喜子（ながせ よしこ）様

６． クラブ創立２０周年記念の寄付金贈呈

・金沢市社会福祉協議会 理事長 浦上 光太郎（うらがみ

こうたろう）様

この度は私どもの子供の学習支援事業に多額のご寄付をいた

だき心から御礼申し上げます。生活が困窮し子供達に充分な

学習をさせることができない家庭の小中学生に松が枝に来て

もらって５教科を家庭教師のように先生にみてもらっており

大変好評です。浄財として事業の規模を拡大するように考え

例会便り
第 908 回

2018.3.15（木）19:00
例会出席率 29/49 59.18 ％
ホテル日航金沢 5 階

表靖子 SAA

ようこそロータリーへ

新入会員入会式 北村 信一（きたむら しんいち）会員

ＡＳＫ金澤㈱北村です。３月から入会させていた

だき、まだ何もわかりませんので、色々と教えて

いただきたいと思います。仕事は運送業を基本と

して、その中から遺品整理、海外からの人材を受

け入れて派遣する仕事、リサイクルなど色んな業

態を行っています。高齢者や障害児の支援事業も

やりはじめています。できるだけ多く出席したい

と思っています。よろしくお願いします

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0903 2018.3.22

．
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ています。

浦上理事用より感謝状

・認定NPO法人金沢アートグミ 理事長 真鍋 淳朗（まなべ

じゅんろう）様

この度は貴重なご寄付をいただき有難うございました。金沢アート

グミの活動としまして８年目となります。北国銀行武蔵が辻支店の

３階にございます。アートを発信する場として、美術に携わる人を

どのようにサポートするかということで立ち上げたＮＰＯです。若

い作家とギャラ－を繋ぐ仕事をしています。

・カラ＝西アフリカ農村自立協力会 代理 江守道子（えもり

みちこ）会員

カラの村上先生はアフリカで現地の人達の生活向上に尽力されてい

ます。献身的に何十年と活動されており私も共鳴いたしましてなん

とかできなのかなということで、ロータリーの貴重な浄財をいただ

きましたので、今後村上先生にはアフリカの人達のためにやってい

ただきたいと思っています。今後ともよろしくお願いいたします。

・スリランカ技術支援プロジェクト 代理 金沂秀（きむ ぎ

す）会員

「金沢銀河の会」という障害を持つ子共たちを支援している和田先

生が中心になって、スリランカの幼稚園の先生や青年に日本語や音

楽を教えています。またスリランカのソウマ先生は現地で子供支援

をしています。現在動いている活動を支援して少しでもスリランカ

の青年達が技術を身に着けることができるように支援したいと思っ

ています。ありがとうございました。

《 食 事 》

７． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕大路孝之幹事：食事内容に中華が加わりましたのでご意見を会長・幹事まで

お寄せください。

②本日例会終了後、素囃子練習会を行います。

③先週ご案内しました、4/22（日）地区研修協議会 4/28（土）大村智氏講

演会 について回覧しますので出欠のご記入をお願いします。

④4/21（土）創立20周年に関しまして、ご家族のご出席希望がありましたら

来週の例会までに事務局へお知らせください。

⑤来週の例会は次年度に関するクラブフォーラムを行います。

ニコニコＢＯＸ 紹介 \6,000- 本年度\418,000- 残高\5,327,987-

白山石川ＲＣ 永瀬喜子様 はじめてお邪魔いたします。次年度何卒よろしくお願いい

たします。

上杉輝子会長：浦上様、真鍋先生、木村千裕先生、本日はようこそおいで下さいま
布施美枝子会員



- 3 -

した。永瀬様ようこそ！！新入会員北村様ご入会ありがとうございます。

大路孝之幹事：新入会員の北村信一様、ようこそ！！今後よろしくお願いします。

金沢社会福祉協議会理事長の浦上様、金沢アートグミ理事長の真鍋様ようこそ。よろしくお願いします。

９． 創立２０周年事業に関する全体会議

前回に続き、当日のスケジュールに関する話し合いが行われた。

（宮永満祐美委員長さん 本当によくがんばっていますね、 感謝！）

点 鐘

ーーーーーーーーーーー-会員随筆ーーーーーーーーー

パストガバナーからの手紙 339回2018.3.22 炭谷 亮一

歴史の検証 その６「南北朝はいかに合一したか、その正統はどっち」

１３５８年、足利尊氏の死去にともない、義詮が将軍職に就いた。ここから約１０年間にわたる義詮

の時代にも、北朝の内紛によって息を吹き返した南朝が、数回にわたって京都に攻め込んでくる。

幕府内（北朝側）の権力闘争も終わることなく繰り返されていた。こうした争いのさなか１３６７年四

国にあった細川頼之を管領に据えた義詮は同年将軍職を義満に譲ると、１カ月後に３８歳の若さで死去

してしまう。当時１１歳だった義満を補佐する細川頼之の巧みな政治手腕で幕府体制の建て直しを図っ

たが、１３７９年に反対勢力であった、斯波義将に管領の座を奪われて失脚した。

その時２０歳代であった義満は、父・義詮が築いた幕府体制を活用して専制政治の確立をめざした。ま

さに義将という知恵袋を失った若き義満はその後みごとに自立した。

義詮は尊氏と直義の二頭政治が巻き起こした混乱を教訓として、評定衆・引付衆を廃止し、合議制から

独裁制へと転換を行っており、将軍に権限が集中するシステムが出来上がっていた。
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義満は将軍としての絶対専制を確立。１３８１年尊氏時代からの悩みの種だった九州の南朝勢力を一掃

する。そしてついに１３９２年義満の調停により、南北朝の合一が実現されたのであった。これは義満

の最大の功績と言われている。

さて、２人の天皇が並び立った南北朝時代をめぐって、江戸時代から「どちらが正統なのか」という議

論がさかんに行われてきた。この論争は、「南北朝正閏論」と呼ばれている。

江戸時代以前、天皇家が現皇統である北朝としていたのは当然のことと考えられるが、江戸に入って

『大日本史』を徳川光圀が編纂し、その理由は南朝の正統性を支持したのである。徳川家の祖とされる

新田家の正当性を主張することが目的であったと言われている。

明治に入ると朱子学的な立場をとる政府内で三種の神器を所有していた南朝こそが正統であるという声

が強くなっていった。しかし明治天皇は北朝の皇統であるために、やむなく両朝併立論がとられるよう

になった。

第二次世界大戦後も南朝が正統とされ、北朝の光厳天皇から後円融天皇に至る５人は、現在の宮内庁が

発表している１２５代の歴代天皇には含まれていない。現在の天皇家は北朝系の子孫であり、すでに南

朝系の血筋は途絶えている。わたし的にはいずれの血筋も元は同じだから「万世一系」と言って良いの

ではないかと考えている。

ーーーーーーーーーーー-ーーーーーーーーー

今の日本という国は

少し前ですが英会話のメルマガで次の文を読んでいたく感動しました。 不平不満を言いたくなる世の中

ですがこれを読むと愚痴が言えなくなります。

地球上で６０億以上の人口がいるとして、今の日本という恵まれた環境で生活している人がどれだけ

いるのでしょうか？ 今、まさに日本で暮らせている、ということは、すごい確率なわけですから、これ

も奇跡と言っていいんじゃないでしょうか？

・雨風を凌ぐ家がある ・蛇口をひねると飲める水がでる ・トイレで用を足しても周りはキレイ

・スイッチを押すと部屋が涼しくなる ・ボタンひとつで暖かいシャワーをあびることができる

・好きな言語を学べる・周りの人が全員字が読める ・思い立ったら２４時間後に地球の反対側にいけ

る ・１時間働いたら１食分のお金が稼げる ・努力次第でお金持ちにもなれる

などなど、、日本人が当たり前と思っていることは、実際、ほとんどの地球人にとっては当たり前では

なく、奇跡レベルの状態ですよね。そう考えると特に日本人なんて、毎分毎秒、すばらしい奇跡に出会

えているわけで、miracle Happy と言ってもよいんじゃないでしょうか。 -Axel

https://www.eqenglish.jp/HIPS/seminar/2days/
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いかがでしたか？いままで当たり前だと思っていたことが世界レベル

から見ればそうではないのです。それを気付かせてくれたAxelさんに

感謝、感謝です。

北奥耕一郎氏（前 京都洛北RC会員）のメールより

2018.4.28土

14：～15:

野々市市文化会館

フォルテ 大ホール

2017～ 18 役員・理事・委員会

(役員）会長：上杉輝子 ｴﾚｸﾄ：武藤清秀 副会長：藤間勘菊 副会長：北山吉明 幹事：大路孝之

副幹事：井上正雄 会計：西村邦雄 SAA会場監督：表靖子 直前会長：若狭豊

（理事）クラブ管理運営委員長井口千夏 奉仕プロジェクト委員長井上正雄 会員組織委員長 魏賢任

広報委員長矢来正和 20周年実行委員長宮永満祐美 常任理事： 石丸幹夫 吉田昭生

理事会オブザーバー・アドバイザー：パストガバナー 炭谷亮一 地区パスト幹事 岩倉舟伊智

（監査) 後出博敏

(委員会) クラブ管理運営委員長： 井口千夏 副： 東海林也令子

親睦：◎井上正雄 大沼俊昭 北山吉明衣川昭浩木下眞知子 相良光貞柴田未来助田忠弘竹田敬一郎 道端勝太

武藤清秀 村上咏実子 森眞一郎 山崎正美 例会：（プログラム/出席）◎東海林也令子 井口千夏 上田喜之

衣川昭浩 若狭豊 SAA ◎表靖子 上田喜之 衣川昭浩 木下眞知子 布施美枝子 村上咏実子

ニコニコ ◎布施美枝子 小浦勇一 村上咏実子 矢来正和 友好・クラブ細則 ・細則 CLP検討 ◎江守 巧

炭谷亮一 後出博敏

・富山西 R Cとの交流◎岩倉舟伊智 谷伊津子 藤間勘菊 水野陽子 ・金沢北 R Cとの交流 ◎藤間勘菊

杵屋喜三以満 金沂秀 ・その他友好クラブ ◎石丸幹夫 魏 賢任 藤間勘菊 宮永満祐美 村田祐一

直前委員長: 東海林也令子

奉仕プロジェクト委員長： 井上 正雄 副： 衣川 昭浩

職業奉仕 ◎村田祐一 永原源八郎 水野陽子 宮永満祐美 社会奉仕（新世代・青少年含む） ◎永原源八郎

浦田哲郎 杵屋喜三以満 辰巳クミ 谷伊津子 野村礼子 水野陽子 国際奉仕 ・世界社会奉仕(Ｒ財団)◎炭谷亮一
井上正雄 岩倉舟伊智 金 沂秀 柴田未来 西村邦雄 ・書損じはがきｷｬﾝﾍﾟｰﾝ◎江守道子 大沼俊昭 相良光貞

竹田敬一郎 野城勲 後出博敏 山崎正美 ・米山奨学会◎藤間勘菊 表靖子 土田初子

青少年奉仕（国際青少年交換 日韓など） ◎井上正雄 江守巧 魏賢任 金沂秀 道端勝太 宮永満祐美 吉田昭生

＊直前委員長:川きみよ
会員組織委員長： 魏 賢任 副： 金 沂秀 会員増強：◎金沂秀 井口千夏 表靖子 北山吉明

高田重男 道端勝太 修練（ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ）◎北山吉明 石丸幹夫 魏 賢任 西村邦雄 藤間勘菊 宮永満祐美 村田祐一

吉田昭生 若狭豊 直前委員長 金沂秀

広報委員会委員長： 矢来正和 副：上田喜之

広報:◎上田喜之 助田忠弘 西村邦雄 ロータリー情報： ◎ 矢来正和 表靖子 土田初子

会報・ホームページ： ◎石丸幹夫 上田喜之 江守道子 野城勲 野村礼子 直前委員長 矢来正和

【２０周年実行委員会】会長 上杉輝子 実行委員長（理事） 宮永満祐美

顧問(相談役) 炭谷亮一 石丸幹夫 岩倉舟伊智 北山吉明 会 計 西村邦雄 委 員 金 沂秀 村田祐一

藤間勘菊 魏 賢任 井口千夏 東海林也令子 布施美枝子 井上正雄 上田喜之 衣川昭浩

事務局長 大路孝之

長期姉妹クラブ担当 韓国南光州：金 石丸 岩倉 江守巧 東京世田谷中央：炭谷 岩倉 石丸 藤間

京都北東：炭谷 杵屋 水野 高崎：石丸 村田 金 藤間 宮永

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（地区委員）①地区研修リーダー 諮問委員会委員 国際奉仕部門カウンセラー炭谷 亮一②会員拡大増強委員会委員 魏賢任

③Ｒ米山記念奨学会委員会委員 大路 孝之

例会場 ホテル日航金沢 5F〒 920-0853 金沢市本町 2-15-1 T076-234-11111 例会日時 木曜日 19：00
事務室 ライブ１ビル 2F 〒 920-0852 金沢市此花町 3-2 T076-262-2211 F076-262-2241
E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://100rc.jp/
事務局執務時間 月火水金 9：00～ 15：00休憩時間 12：00～ 13：00 木 15:00～ 20:00 休日（土日祝日)
事務局員 西村有里 幹事 大路孝之

クラブ例会予定
3/1 20周年全体会議

【理事役員会】
3/8 柴田史郎氏：香林坊

RC【素囃子練習会】
3/15 20周年全体会議

【素囃子練習会】
3/22 クラブフォーラム
3/29 休会
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