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「ビストロとどろき亭」をパーティ会場として
提供して下さった木村功一君。
商品を提供して下さった「きんつば中田屋」
の中田君、「佃食品」の佃君に大いに感謝いた
しております。
五十里君
第１００回記念ゴルフコンペで、良きパートナー
（高岡・吉井・内堀さん）に恵まれて優勝させ
て頂き、有難うございました。一生の思い出
になりました。歴代会長・幹事さん有難うご
ざいました。
合計１０，
０００円（累計２９４，
０００円）
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平成２０年１２月４日（木）出席者１６名

◆審議事項
①ホームページの件
②ＣＬＰ導入の件

第 100 回ゴルフコンペ成績
平成２０年１１月２４日（月・祝）
片山津ＧＣ日本海コース
O
I
G
優 勝 五十里英弘 ５１ ４５ ９６
準優勝 水巻啓光 ４０ ３９ ７９
第３位 山上公介 ３９ ４１ ８０
第４位 高畠菊丸 ５０ ４９ ９９
第５位 吉井 清 ４４ ５３ ９７
第１
０位 川面正雄 ４８ ４３ ９１
第１
５位 内堀 茂 ５２ ５３ １０５
第２
０位 大澤久廣 ５１ ５３ １０４
Ｂ Ｂ 辻 利陽
ニアピン
辻、山上、駒栄、高岡
ドラコン
水巻、中村（實）
ベスグロ
水巻

第 1691 回例会

クラブ年次総会
１２月４日（木）晴れ 12：30 〜 13：30 松魚亭
１．クラブフォーラム
金沢北ＲＣの活性化とは −ＣＬＰ導入についてー
２．出 欠
出席３４名 欠席２４名
出席率５８．
６２％ ビジター８名
３．来訪者（敬称略）
福岡西ＲＣ 牟田和男
金 沢ＲＣ 松田晃和 松本初夫 織田義夫
金沢東ＲＣ 二木克明
みなとＲＣ 藤井佳代子
香林坊ＲＣ 宮竹潤成
百万石ＲＣ 谷伊津子
４．皆出席顕彰（敬称略）
２９ヵ年 長谷川塑人
５．お誕生日祝い（敬称略）
８日 磯野洋明 大澤久廣
９日 川口喜樹
１０日 木下和吉
６．ご結婚記念日祝い（敬称略）
２日 澤田光夫
２０日 木下和吉 二塚長生
ニコニコボックス
磯野（洋）、中村（實）君
今日のクラブ年次総会、有難うございました。
「金沢北ＲＣの活性化」の提案を致しますので、
多数のご意見賜りますようお願い致します。
澤田君 今年も「無事」に結婚記念日を迎えることが
出来ました。
川口君 本日、お誕生日のプレゼントを頂戴しました。
有難うございました。
合計６，
０００円（累計３００，
０００円）
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講 話 予 定
１２月１８日（木）
年忘れ会
１２月２５日（木）
休会
１月８日（木）
年男、今年の抱負
１月１３日（火）
金沢８ＲＣ新年合同例会
ホテル日航金沢
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ロータリー 2008-2009 ：−夢をかたちに−

R.I 会長

ドンカン

ROTARY 2008 - 2009 ： Make Dreams Real

李 東 建

一年たって

ゴルフコンペ 1 0 0 回 記 念 大 会
ゴルフ同好会 幹事

１１月２４日
（月・祝）に、金沢北ＲＣゴルフ同好会

松

本

範

夫

会

金沢８ＲＣゴルフ大会に出された事でした。その時、

員

油

井

敏

男

私は、北ロータリークラブ

ロータリアンがいてロータリー四つのテストですねと言

１００回記念大会が片山津ゴルフクラブ日本海コース

団体戦で北ＲＣは２位になり、一面識もなかった（故）

に入会して丸一年たちました

われ話が弾み、事前メイク・事後メイクも金沢以外のロー

で行なわれ、パーティーは「とどろき亭」で行なわれ

山岸与作会員に熱い抱擁（スキンシップ）をされ大層驚

が、この一年間を振り返って

タリー活動の話も聞く事もあり、いろいろ勉強になって

ました。プレイされた人２４名。パーティー出席され

かされましたが、その時やっと北ＲＣのメンバーに少

みますと、あっという間で何

います。

た人２５名。ゴルフの話で大いに盛上りました。１００

しなった気持ちになりました。その後、佃一成現会長

が出来たのかと考えてしまう

回記念大会と一口でいいますが、年４回ゴルフコンペ

に強引に幹事にさせられ、今日にいたっています。最

ところです。

を行なって２５年の歳月がかかります。これは大村精

近では会員の皆さんには私より電話がかかると、遊び

二会員をはじめ先輩会員に大いに感謝するとともに、

かゴルフの話と言われています。それでも最大限協力

２００回記念大会へと続けてほしいと思います。

をしていただき、感謝しております。

私と北ＲＣゴルフ同好会との出合いは、入会すぐに

優勝の五十里君

ぼくは晴えあるＢＭ（杉原君）

話しをする事が出来そうにありません。今年の北ロータ

入会して、見る人見る人顔

リークラブのリーダーになられた磯野会長のテーマ「ロー

も名前も知らない人たちがお

タリークラブとは何か」を掲げられた事を、大変嬉しく

られ、名刺交換していただき思ったのは、皆さん社会に

思います。

認められ地域に貢献のできている方々の集まりのように

今回のテーマに対して、先輩会員にも同じ悩みを持つ

思え、ふと己の過去を省みますと、心と体と人間性のバ

人もおられるかと思います。会員一人一人がそれぞれの

ラバラな己がどうして北ロータリークラブに入会が許さ

あたわった坂を上って現在があるように、クラブフォー

れたのかと押し問答をしていました。入会当日に、ある

ラムでそれぞれ考え方や捉え方があり、生きた言葉や体

先輩会員の話の中から、ロータリーに入会できるのは縁

験談を頂き、ロータリーの理解を深め自覚にと心を広め

があるからとの事でした。心が少し楽になり、助かりま

てまいりたいと思います。出来るならば月一回のクラブ

した。一年間通して会員諸兄の暖かいお言葉をいただき、

フォーラムを二回として、勉強の場を広めて頂けたら幸

なんとか無事に努めることが出来たのかと思うところで

いです。

す。有り難うございました。
同好会の佃会長

私にロータリークラブとはと聞かれても、良い答えの

会員になって感じることは、仕事の中で関連する事業
の会議などに参加した場合に、他のロータリアンに会う

何分にもロータリー会員としての力量不足と実績と経
験と徳の少ない私ですが、今後ともお力添えの程心から
お願い申し上げます。

ことがあり、初めて会うのに心がふと晴れ話が広がりま
す。プライベートで県外に行くときでも、会う人の中に

第 1690 回例会

ＢＢですが、何か？（辻君）

１００回記念品

皆様お久し振りです（松平）

記念品製作者 長谷川君

ピカッ！この後頭は誰？
（ヒント：次年度ガバナー補佐）

１１月 27 日（木）曇り 12：30 〜 13：30 松魚亭
１．講 話
会員 中田龍一君 馬場貢君
２．出 欠
出席３８名 欠席２０名
出席率６５．
５２％ ビジター７名
３．来訪者（敬称略）
金沢西ＲＣ 河合英樹 荒川勝治
小林 洋 坂本藩應
金沢南ＲＣ 大竹正信 町 寿
みなとＲＣ 青山伸一
４．幹事報告

・例会前、臨時理事会開催
・年忘れ会→１２月１８日（木）１８時３０分 松魚亭にて
・１２月４日（木）はクラブ年次総会
ニコニコボックス
野（洋）君、中村（實）君、
中田龍一さん、馬場貢さん、講話お願いします。
昨日、中村實博幹事と渡邊さんの三人で飲み
すぎました。二日酔い状態です。
瀧川君 中田龍一君、馬場貢君の講話を楽しみにして
います。
俵君
先日、東京で厚生労働大臣賞を頂きました。
松本君 １１月２４日（月・祝）ゴルフ同好会第１００回記
念コンペが盛大に行われました。プレーされ
た方は２４名、パーティに参加された方は２５
名、皆様ご協力有難うございました。
なお、記念品を作成して下さった長谷川先生。

