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講 話 予 定

１０月２日（木）
創立３５周年記念例会

１０月９日（木）
四十万谷本舗　社長　四十万谷正久氏

「加賀野菜の話」

2008年9月25日（木）　　第830号ROTARY CLUB OF KANAZAWA-NORTH

  理　事　会　報　告
  　　　　平成２０年９月１１日（木）出席者１８名

◆審議事項
　①京都友好訪問決算書報告
　②３５周年記念例会の件
　・スケジュールの検討
　・予算の件
　③ホームページ作成にあたっての中間報告（小泉君）
◆各委員会報告
　・米山委員会
　　１０月は米山月間なので、米山功労者の奨励に努める
　・環境保全委員会　
　　ぬくもりの木道づくり参加の件
　　日時：９月２７日（土）１０：３０～１４：３０
　　場所：金沢・医王の里
◆その他

　４日（木）京都洛北ＲＣ創立３５周年記念例会
京都ホテルオークラにて

　５日（金）保津川下り・天竜寺・サントリー京都工場見学
　１１日（水）９月定例理事会　　    　　　　　  松魚亭にて
　１８日（木）徳田秋聲記念館見学　　　

 9 月クラブ日誌

第 98 回ゴルフコンペ成績
平成２０年９月１５日（日）金沢セントラルＣＣ　

                           O 　   I　    G　    H　   N
優　勝　川口善樹　４９　４６　９５　３０　６５
準優勝　川面正雄　４１　４１　８２　１５　６７
第３位　中田龍一　４０　４１　８１　１２　６９
第４位　小川克己　４５　４７　９２　２３　６９
第５位　中村實博　４３　４３　８６　１５　７１
第１０位　佃　一成　４４　４５　８９　１３　７６
第１５位　大澤久廣　４７　４８　９５　１５　８０
Ｂ　Ｂ　米澤修一　
ドラコン　　小泉、松本、高畠、水巻
ニアピン　　水巻、佃、米澤、中村、川面

被害で済みました。また誕生日のプレゼント、
有難うございます。

　中村（實）君
　　　　　 誕生日のプレゼント、有難うございます。５６

歳になりました。
　濱井君　誕生祝いに美味しいお菓子を戴きました。
　小川君　 すでにパラリンピックが始まっていますが、当

社三井住友海上の社員である上野雅恵と中村美
里が、それぞれ柔道で金メダルと銅メダルを取
りました。皆様の応援ありがとうございました。

合計２１，０００円（累計１２３，０００円）

１．徳田秋聲記念館見学

２．出　欠
　出席３３名　欠席２６名
　出席率５５．９３％　ビジター６名
３．来訪者（敬称略）　
　金　沢ＲＣ　織田義夫
　金沢東ＲＣ　諸江賢二
　金沢西ＲＣ　辻　　卓
　金沢南ＲＣ　岩本秀雄
　百万石ＲＣ　岩倉舟伊智　炭谷亮一
４．幹事報告
　・ 金沢百万石ＲＣより、ラオスＩＴ教育センター開校に
あたっての協力金に対しての感謝状拝受

　・会食後、１３時より徳田秋聲記念館見学
 ニコニコボックス
　金沢百万石ＲＣ　岩倉舟伊智君、炭谷亮一君
　　　　　   金沢北ＲＣさんのご支援を戴き、金沢百万石Ｒ

Ｃの１０周年記念事業であるラオスのＩＴ教育
センターを、７月２６日に開校しました。

　　　　　 本当に有難うございました。
　磯野（洋）、中村（實）君
　　　　　 創立３５周年例会も、あと２週間後になりまし

た。多くの会員・奥様のご参加お願い致します。
また、百万石ＲＣのラオスＩＴ教育センター開
校おめでとうございます。

　第1681回例会
　９月１８日（木）晴れ　　12：30 ～ 13：30 　松魚亭

　松田君　長男の嫁が、司法試験に合格しました。
　川口君　 先日のゴルフコンペで、初めて優勝させて頂き

ました。賞品は会社の女性メンバーに大好評で
した。どうも、有難うございました。

合計９，０００円（累計１３２，０００円）
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まだ残暑が感じられる９月４日（木）、１３時に金沢

駅西口を出発した総勢１６名は、記念例会会場であ

る京都ホテルオークラへ向かった。

それに先んじて会長、幹事は尼崎へ行き、我がクラ

ブ３５周年の講師をお願いしている田中毅氏への挨

拶を終え、ホテルにて合流することになった。

１８時開会点鐘、君が代、ロータリーソング、物故

会員黙祷、会長挨拶、来賓挨拶個々の内容等は割愛

させていただくも、緊張感が漂う中、スムーズに例

会が流れて行った。

ここで、京都洛北ロータリークラブの記念事業を紹

介しておこう。

1 つは、９月４日午後２時半から京都市立西京高等

学校１、２年５６０名と父兄を対象として、養老孟司

氏を講師とした ｢ バカなおとなにならない脳 ｣ と題

した講演会。

２つは、１１月１５日に行なう ｢ 青少年の自立支援に

ついて考える ｣ をテーマに教育、福祉、医療の現場

で活躍されている先生方を招いての公開シンポジウ

ム。

3 つは、来年１月３１日から３月７日までの長期に行

なわれる ｢ 京都市洛北少年サッカー大会 ｣ である。

一目瞭然で、すべての事業がこれからの時代と日本

を背負う青少年という対象、ターゲットが絞られて

いる。これは、京都洛北クラブ会員一人一人が意識

を持って、新世代教育如何の大切さを表してしてい

るのだと痛感させられた。

小休止後、１９時祝宴が開始。場内が暗くなったと

思ったのも束の間、かん高い拍子木の音が耳に入っ

てきた。何でも ｢ 手打 ｣ という芸妓衆による出し物

である。

見れば１７、８名がそれぞれ手に長さ１５センチ位の

紫檀材の拍子木を持ち、緩やかに場内へと入り、壇

上に上がった。郭の賑わい、七福神・花づくしを披

露したことも京の都を象徴するような出し物であっ

た。

京都洛北ＲＣ創立３５周年例会に参加して

友好委員長　  勝　田　浩　之

リ　　   ドンカン

又、洛北ダンディーズのバンド演奏も、張り詰め

た緊張感を和らげるには程好く場内に響き渡ってい

た。

２１時総勢２２０名が１つの大きな輪を作り、｢ 手に手

つないで ｣ を唱和して閉会となった。

９月５日（金）、林忠義友好委員長、他３名の会員の

方々のお見送りの中、８時半ホテルを出発し、保津

川下りの乗船場「亀岡」へ向かう。陽が射し、気温

も上がる中、緩急を楽しみながらの２時間の乗船で

あった。

昼食を天竜寺で済ませ、サントリー京都ビール工場

へ向かった。意外と知らないビールの製造過程の一

端を知る事ができ、更に美味しいビールをいただけ

た。

北陸支店長の川口喜樹会員に感謝申し上げたい。

１９時過ぎ金沢に無事到着。解散となった。ご参加

いただいた会員・ご夫人の方々には、誠に有難うご

ざいました。

【参加者】

磯野洋明、中村實博、安宅雅夫、長谷川ご夫妻、畠善昭、

勝田浩之、川口善樹、木村功一、小泉幸雄、小間井宏尚、

越田和好、中田龍一、中村芳明、桜田鉄次、杉原光彦、

上田忠信、広沢正美（順不同・敬称略）

１．講　話
　会員　佃一成君、中川茂樹君
２．出　欠
　出席３７名　欠席２２名
　出席率６２．７１％　ビジター８名
３．来訪者（敬称略）
　金　沢ＲＣ　河野良三　　織田義夫
　金沢東ＲＣ　東　裕俊
　金沢西ＲＣ　室石和夫
　金沢南ＲＣ　村田萬亀雄
　香林坊ＲＣ　吉岡英一郎　村上啓太　西　三也
４．皆出席顕彰（敬称略）
　３６ヵ年　大村精二

　第1680回例会
　９月１１日（木）晴れ　　12：30 ～ 13：30 　松魚亭

　２９ヵ年　高畠菊丸
　２２ヵ年　二塚長生
　　５ヵ年　中村芳明
６．お誕生日祝い（敬称略）
　　１日　澤田光夫　濱井弘利
　　８日　中村實博
　１５日　大村精二
　２２日　佐賀　務
　２６日　俵外代吉
７．ご結婚記念日祝い（敬称略）
　１５日　森　　大
ニコニコボックス
　磯野（洋）君、中村（實）君
　　　　　 京都洛北ＲＣ３５周年記念例会出席を兼ねて、ク

ラブの旅行を楽しんできました。準備された友
好・親睦・例会委員会の皆さん、有難うござい
ました。

　　　　　充分な交流が出来ました。
　滝川君　 本年度初めての、会員による講話です。佃一成

君、中川茂樹君、宜しくお願い致します。
　勝田君　 先般、当山において開催されました早朝例会に

は、多数のご出席を戴きまして、有難うござい
ました。

　勝田君、杉原君
　　　　　 先日の京都洛北ＲＣ３５周年の折には、多数のご

出席を戴き有難うございました。また、川口サ
ントリー北陸支店長には、京都ビール工場見学
の便を取り計らっていただき、感謝いたします。

　大村君　 誕生祝いを戴きました。１５日、満７７歳になり
ます。また３６ヶ年皆出席顕彰を戴き、有難う
ございました。

　小間井君 　入会して２９年、当時３８歳の若造を、よく入
れて頂いたと思います。今後も若い方の入会に
努力したいと思います。

　俵君　　 浅野川の水害に際し、クラブからお見舞いを頂
戴し、有難うございました。お陰様で、最小の

10月の例会変更・休会のご案内

……………………金　沢ＲＣ……………………
１０月２２日（水）観月の宴   ANAクラウンプラザホテル金沢

１０月２９日（水）休会
……………………金沢西ＲＣ……………………

１０月２４日（金）休会
……………………金沢南ＲＣ……………………

１０月１４日（火）辰口温泉　まつさき　点鐘１８：００
……………………金沢北ＲＣ……………………

１０月２日（木）松魚亭　点鐘１９：００
１０月３０日（木）松魚亭　点鐘１８：３０

…………………金沢香林坊ＲＣ…………………
１０月６日（月）金城楼　点鐘１８：３０

…………………金沢みなとＲＣ…………………
１０月１４日（火）休会


