第 1675 回例会 ガバナー公式訪問

７月３１日（木）晴れ

12：30 〜 13：30

松魚亭

１．講 話
第２６１０地区ガバナー 高柳 功 君
「夢をかたちに」
ロータリアンよ「心にゆとりを。人々に愛を」
２．出 欠
出席３８名 欠席２０名
出席率６５．
５２％ ビジター１３名
３．来訪者（敬称略）
富山中ＲＣ 高柳 功（ガバナー） 藤澤 徹（地区副幹事）
金 沢ＲＣ 織田義夫 河野良三 森 俊彦
佐野由於 松本 大
金沢西ＲＣ 井上三郎（ガバナー補佐）
金沢南ＲＣ 川原善一 高桑邦夫 中谷啓一 新保彈次
香林坊ＲＣ 宮武潤成
４．幹事報告
・本岡会員より、ご母堂様の会葬お礼
・浅野川氾濫による水害のお見舞金（磯野・米澤・木村会員）
・渡邊会員へご令嬢の結婚お祝金
・地区大会開催の件
・退会会員の件（滝 憲三君）
ニコニコボックス
ガバナー 高柳 功君
公式訪問に寄せて。貴クラブの益々のご発展
をお祈り申し上げます。
ガバナー補佐 井上三郎君
本日は、第２６１０地区高柳ガバナーのお供をし
て訪問致しました。宜しくお願い致します。
磯野（洋）君、中村（實）君
高柳ガバナー、井上ガバナー補佐、藤澤地区
副幹事をお迎えして。本日は宜しくお願い致
します。
米澤君 この度の水害に際し、皆様よりお見舞いのお
言葉を頂戴いたし、誠にありがとうございま
した。お陰様にて、最小の被害で済むことが
出来ました。
大村君 玉田会員の、金沢市経済活動賞受賞おめでと
うございます。
合計１５，
０００円（累計８２，
０００円）

8 月クラブ日誌
７日（木）納涼例会
２１日（木）８月定例理事会

……………………金

沢ＲＣ……………………

8 月１３日（水）休会
２０日（水）納涼例会 １８：００〜 金沢ニューグランドホテル
……………………金沢東ＲＣ……………………
８月１１日（月）休会
２５日（月）納涼例会 １８：３０〜 金沢スカイホテル
……………………金沢西ＲＣ……………………
8 月８日（金）納涼例会 １８：３０〜 金沢都ホテル
１５日（金）休会
……………………金沢南ＲＣ……………………
８月５日（火）納涼例会 １８：３０〜 ホテル日航金沢
……………………金沢北ＲＣ……………………
8 月７日（木）納涼例会 １８：３０〜 白糸川床
１４日（木）休会
２８日（木）早朝例会 ６：３０〜 月心寺
…………………金沢香林坊ＲＣ…………………
8 月４日（月）納涼例会 １８：３０〜 金沢エクセルホテル東急
１１日（月）休会
１８日（月）早朝例会 ６：３０〜 金沢エクセルホテル東急
…………………金沢みなとＲＣ…………………
７月２２日（火）白山比祥神社参拝例会 １１：００〜
8 月５日（火）納涼例会 １８：００〜 ANA クラウンプラザホテル金沢
１２日（火）休会
…………………金沢百万石ＲＣ…………………
７月２４日（木）休会
８月７日（木）会場変更例会 １９：００〜 江守歯科医院
８月１４日（木）休会

講 話 予 定

８月７日（木）晴れ 18：15 〜 19：45 主計町 白糸川床

８月２８日（木）
早朝例会 月心寺

１．開会の挨拶 磯野会長
納涼例会開始
乾 杯
大村会員
懇 談

長：磯野

白糸川床にて
松魚亭にて

7 月・8 月の例会変更・休会のご案内

第 1676 回例会 納涼例会

会

ROTARY CLUB OF KANAZAWA-NORTH

篠 笛
藤舎良寛氏
閉会の挨拶 佃会員
２．出 欠
出席２６名 欠席３３名
出席率４４．
８２％ ご夫人５名

９月４日（木）
京都洛北３５周年例会に振替
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ロータリー 2008-2009 ：−夢をかたちに−

川床
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ROTARY 2008 - 2009 ： Make Dreams Real

李 東 建

納涼夜間例会

災害は忘れた頃にやって来た
親睦委員長

小

川

克

己

米

澤

修

一

８月７日（木）陽もまだ落ちきらない夕刻 6 時過ぎ

いということでかなえられませんでしたが、良寛さ

昭和２８年８月２４日。台風が去って風が止み、雨

より、地域貢献の意味合いも含めた親睦委員会の行

んには今春例会のゲストとして講話いただいた関係

が上がって随分経ってから浅野川の水位が序々に上

川の洪水は水だけでなく、泥も運んで来るから始末

事として、昨年に引き続いて

もあり、演奏の後も引き続き懇談の席にご一緒いた

がり始めた。堤防すれすれになったころ、上流の梅

が悪い。被害に見舞われた各町会、各家庭ではその日

だきました。

の橋が崩れ落ち、浅野川大橋のアーチの水路をふさ

から猛暑の中、泥との格闘が始まった。

川床

浅の川園遊会・白糸

で納涼夜間例会が、会員・ご夫人同伴で３１名

参加のもと開催されました。

対応の不手際が指摘されている。

和やかにまた賑やかな納涼例会も定刻となり、佃

いだ。波しぶきと共に川があふれ、一気に濁流が界

浅の川園遊会の川床は仮設にもかかわらず、ビクと

前週７月２８日の湯涌地区・浅野川界隈を襲った集

元会長の閉会のご挨拶でお開きとなり、その後は地

わいの道路や家屋に襲いかかり、我が家も床上浸水

もしなかったのは奇跡と言わざるを得ない。前日に補

中豪雨の被害は極めて大きかったものの、川床の施

元東や主計の茶屋街、あるいは片町等に流れた会員

に見舞わされる。

強工事を施したのが幸いしたようだ。３０日には、後

設は頑丈に作られていたおかげもあり、「集中豪雨で

も・・・。

北ＲＣのお膝元も大変ではありましたが、今日はそ

みな様、ご協力誠にありがとうございました。

の分精一杯元気を出してやりましょう」という磯野
会長の例会開会ご挨拶に続き、大村クラブ奉仕委員
長による乾杯の音頭で、納涼例会が予定通り開宴い
たしました。

次回はより多くの会員に参加いただきますよう、
お願い申し上げます。

当時小学生の小生にはその時の悲惨さと後始末に、
相当月日が掛かった事が記憶にある。

始末に精を出す被害に遭った地域住民に、川床で昼食
を提供、床は翌日より再開した。

以来、治水や堤防、増水時の犀川への放流など対

今回の洪水は「女川」と称される清く美しい流れの

策は取られて来た。しかしながら今回の集中豪雨は

川が、一雨でこのように暴れるとは誰に予想出来たろ

１時間に１００ミリを超える未曽有の量であった。

うか。女も怖いが女川も怖かった。

上流の湯涌や浅川は、目を覆う被害である。笠市

真に災害は忘れた頃にやってくる。７月２８日は忘

好天にも恵まれ、浅野川からそよぐ風が爽やかで

や堀川も酷い。中心地の主計町、並木町、旧観音町

れられない日となった。

とても気持ちよく、美味しい鮎の塩焼きや料理に舌

では用水からの逆流や「角落とし」への行政として

被害者の方々には心からお見舞い申し上げたい。

鼓をうちつつ、ビールや酒もすすんで賑やかな懇談
となりました。
暫くの歓談の後、米澤会員により篠笛の演者藤舎良
寛さんが紹介され、 卯辰の森

が奏でられはじめる

と一同シーンとなり、そのきれいな音色が浅野川に
響き渡るのを聴き入り、川床の風情を大いに堪能い
たしました。もう一曲（？浅学のため数え方がわか
りません）というリクエストは長くなってはいけな

第 1674 回例会

７月２４日（木）晴れ

12：30 〜 13：30

１．クラブフォーラム
テーマ「ロータリークラブとは何か？」
２．出 欠
出席３０名 欠席２８名
出席率５１．
７２％ ビジター５名
３．来訪者（敬称略）
金沢東ＲＣ 諸江賢二
金沢西ＲＣ 澤田幸壮
金沢南ＲＣ 岩本秀雄 水野義男
みなとＲＣ 南野達也

松魚亭

４．幹事報告
・例会終了後に、理事会を開催します
ニコニコボックス
磯野（洋）君、中村（實）君、
今日は今年のクラブのテーマ「ロータリー
とは何か」を話し合うフォーラム形式の例
会です。全員参加で、発言をお願いします。
滝川君 今日は初めてのクラブ・フォーラムです。
お互いに話し合い、交流が出来れば幸いで
す。
木村君 本日、久々のニコボックスの披露をさせ
て頂きます。今月お陰様で「葡萄酒街道」
１０周年、「犀楽」が１周年を迎える事がで
きました。有難うございました。
合計４，
０００円（累計６７，
０００円）

