第 1700 回例会

２月１９日（木）晴れ 12：30 〜 13：30

ニコニコボックス
百万石ＲＣ 岩倉君
ただいま！北ロータリークラブの会員の皆様、
お久し振りです。本日の例会楽しみにしていま
した。
百万石ＲＣ 多田君
本日の合同例会、楽しみにしています。
百万石ＲＣ 村田君
北クラブの皆様、お久しぶりです。今日は宜し
くお願い致します。
「喫煙マナー」をロータリーから広げましょう。
百万石ＲＣ 炭谷君
皆様お久しぶりです。今夜はお世話になります。
百万石ＲＣ 江守君
本日は久しぶりです。宜しくお願い致します。
百万石ＲＣ 石丸君
久し振りの松魚亭の例会、今晩は宜しくお願い
致します。
百万石ＲＣ 北山君
きっと楽しい合同例会になりますね。村田会員
の卓話楽しみです。
百万石ＲＣ 木村陽子君
北ロータリーの皆様との合同例会、お世話にな
ります。
百万石ＲＣ 木場君
磯野会長、本日はお世話になります。村田会員
の卓話、楽しみにしています。
磯野（洋）君、中村（實）君
今晩はお楽しみ会です。お待ちしておりました。
合計１６，
０００円（累計６９，
０００円）

松魚亭

１．講 話
会員 松田忠秋君 木村功一君
２．出 欠
出席３５名 欠席２２名
出席率６１.４０％ ビジター５名
３．来訪者（敬称略）
金 沢ＲＣ 佐野由於
金沢東ＲＣ 二木克明
金沢西ＲＣ 小林 洋
みなとＲＣ 近藤角馬
百万石ＲＣ 谷伊津子
４．幹事報告
・例会終了後、理事会開催
ニコニコボックス
磯野（洋）、中村（實）君
この２〜３日、観光客にはとっておきの雪景
色となりました。関東にも降ったこの雪は、
春が近いことを示しています。厳しい経済事
情も溶かして欲しいものです。
瀧川君 本日の松田、木村会員の講話を楽しみにして
います。
松田君 本日は、下手な話をさせて頂きます。
木村君 本日の講話、宜しくお願い致します。
合計６，
０００円（累計６７４，
０００円）

第 1701 回例会 金沢北・百万石RC合同例会

２月２６日（木）晴れ 19：00 〜 21：00

理 事 会 報 告
平成２１年２月１９日（木）出席者１８名

松魚亭

◆審議事項
①都市連合会（ＩＭ）の件
４月１９日（日）１３時より 津幡にて
全員発送にて出席者を募る
②夜間例会の件
２月２６日（木）１９時より 松魚亭にて
◆その他
①ＣＬＰの件
②親睦ハワイ旅行の件（旅行同好会）

１．例 会

2 月クラブ日誌

点鐘
ロータリーソング ｢ それでこそロータリー ｣
金沢北ＲＣ 磯野会長挨拶
百万石ＲＣ 岩倉会長挨拶
ニコボックス披露
「たばこのマナーについて」
百万石ＲＣ会長エレクト 村田祐一君
乾杯 磯野会長
歓談
ビンゴ大会
閉会の挨拶 金沢北ＲＣ直前会長 小間井君
ロータリーソング ｢ 手に手つないで ｣
２．出 欠
会員２５名 出席率４５．
４５％
百万石ＲＣ２７名
会

長：磯野

１２日（木） 泉鏡花記念館見学
１９日（木） ２月定例理事会
２６日（木） 百万石ＲＣ合同夜間例会

松魚亭にて
松魚亭にて

講 話 予 定
３月１２日（木）
畠善昭君・山上公介君
３月１９日（木）
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磯野進吾君・吉井清君
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我が家の新家宝
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R.I 会長

リ

ドンカン

いました。その夜、自宅にその招待状を持ち帰り家

けた１月中頃にある国会議
員を通じて私のところに思い
も寄らぬ情報が入ってきまし
た。それは毎年４月に新宿御
苑で開催される内閣総理大臣
主催の桜を見る会に出席しま
せんかとのお誘いの言葉でし
た。一瞬、私は何故私に白羽の矢が飛んできたのか
戸惑いましたが、折角のお誘いに断る理由も無いの
で出席しますと返事しました。
早速、インターネットで内閣総理大臣主催の桜を
見る会を検索して見ましたところ、毎年４月の第２
土曜日に新宿御苑に全国から約１万人余りが招待さ
れていることが分かりました。
全国から１万人余りが招待されて新宿御苑に集ま
るとなると早めに近くのホテルを予約しなければと
思い、２月に入って直ぐに旅行会社を通じてホテル
の予約を済ませたが、その後全く何の音沙汰もなく
あの誘いは単なる冗談だったのかと思いながらも招
待状を待ち続けました。
しかし、２月２９日の町村官房長官の記者会見で今
年の４月１２日（土）に新宿御苑において桜を見る会を
開催するとの公式発表がなされたが、ねじれ国会の
影響からか、或いは海上自衛隊の護衛艦と漁船の衝
突事故、日銀総裁の選出のもたつき、ガソリン等暫
定税率法案の時間切れ問題等難問が山積する政治状
況で、果たして桜を見る会を開催する余裕などある
のかと心配な状況が続き、内心はヤキモキしていま
した。
その内、気象庁から桜の開花予想が発表され東京
のソメイヨシノは３月２２日・２３日ころとのこと。
これでは４月１２日は葉桜を見る会かと自嘲気味に
思っていた３月２１日待望の招待状が私の事務所に届
きました。早速、その招待状の差出人はと裏を返し
てみますと、内閣総理大臣福田康夫とだけ記されて

衣装で正装した女性の姿が印象に残った。

の姿そのままに現役で残っている姿に感慨深いもの

内に見せたところ、内閣総理大臣直々の招待状は我

お土産にいただいた一合升と招待客用のリボンと

が家の家宝となるとの喜びように私も思わず苦笑を

招待状は我が家の新しい家宝にと家内と冗談を言い

思いも寄らぬ形で福田総理大臣の桜を見る会に招

禁じ得ませんでした。

つつ新宿御苑を後にした私たちは、渋谷から東横線

待を受けたが、楽しいひとときを過ごせたことに感

で私の母校神奈川大学横浜キャンパスを訪れた。家

謝し、帰途についた。

招待状には１２日午前８時３０分から１０時３０分ま

平成２０年の正月気分も抜

ROTARY 2008 - 2009 ： Make Dreams Real

李 東 建

で福田総理が出席して桜を見る会を開催すると書か

内と大学を訪れるのは卒業してから初めてであり、

れており、手配したホテルに１１日午後４時頃チェッ

行く途中には私が最初に下宿したアパートが４２年前

を感じた。

今年も麻生総理主催の「桜を見る会」に招待され
ましたので、出席する予定です。

クインした。明日に備えて、その夜ホテルのマッサー
ジを受けているとマッサージさんがいわくには「今
日はお年寄りの夫婦の宿泊が多いのは桜を見る会の
招待者がほとんどだから」とのこと。私たち夫婦も
そのお年寄りの一組と思いながら眠りについた。
当日は、薄曇りの絶好の花見日和とホテルを出る
と、新宿御苑に向けて正装したお年寄りの夫婦がぞ
ろぞろと列をなして歩いていた。新宿御苑の受付の
前には顔見知りの日本行政書士会連合会の事務局長
が立っており、私の顔を見つけると怪訝そうに私の
所に近づいてきたので、今回は行政書士会とは別ルー
トで来たことを説明すると安堵の顔で戻っていった。
どうも私が行政書士会ルートで紛れ込んできたのか
と勘違いをしたみたいであった。
受付を済ませて苑内に入ると遅咲きの八重桜が満
開でその桜の下を歩きながら、福田総理ら政府要人
が通る通路が縄を張って確保してあり、その一角に
私と家内は総理が来るのを待つこととした。待って
いる間に招待されたタレントのギャル曽根さん、歌
手の西城秀樹さん、鑑定士の中島誠之助さんらが私
たちの目の前を通り、家内はミーハー族並に大興奮
していた。
午前９時ころに福田総理が到着し、私たちから遙
かに離れたお立ち台で「こんな桜のような美しい日
本にしたい」との挨拶があり苑内の縄を張られた通
路を歩き始めた。待つこと４０分余り福田総理が近づ

広報委員会よりのお知らせ

広報委員長

小 泉 幸 雄

かねてより金沢北ロータリークラブ３５周年記念事業で企画されていました北ロータリークラブホームページが
本年より正式にアップされました。
アドレスは下記のとおりとなります。
ｈｔｔｐ:// ｗｗｗ.ｋａｎａｚａｗａ-ｎｏｒｔｈ.ｊｐ/ｉｎｄｅｘ.ｈｔｍｌ
Ｇｏｏｇｌｅ検索では、 金沢北ロータリークラブ で検索も可能になっております。
クラブ概要 ・ 会長挨拶

等、外部に向かっての北ロータリークラブをアピールしております。外部リンクとし

て友好クラブ京都洛北ロータリークラブ様をはじめとして相模原南ロータリークラブ様や金沢市内クラブ様のホー
ムページにもリンクさせていただきました。
最後の

メンバーサイト

は会員名簿を記載する予定ですので、個人情報保護の観点から当クラブ会員皆様のみ

が閲覧出来るように、ＩＤ名・パスワードによる保護をかけました。ＩＤ及びパスワードの取扱は慎重にお願い申
し上げます。なお、ＩＤ及びパスワードは事務局までお問い合わせください。
今後は、更にホームページの充実を計ってまいります。会員各位のご指導、アイデア等でより良いホームページに
更新したと思っておりますので、広報委員会にどしどしご意見をお願い申し上げます。

いてくると招待者から総理・総理、握手・握手と掛
け声がかかり、福田総理はにこやかな笑顔で握手に
応じていた。私たちが待つ通路にも福田総理は立ち
寄り私も家内もしっかり握手し、気分は最高潮に達
していた。その後福田総理夫人が見えられ、実物は
テレビで見るより遙かに若く綺麗であった。最後は
町村官房長官が続き、三々五々の解散となった。
政府発表では１万人の招待客となっていたが、苑
内が広いせいかそれ程の混雑は感じなかったが、招
待客の中には外国人の姿も多く、それぞれのお国の

第 1699 回例会

２月１２日（木）晴れ 12：30 〜 13：00
１．泉鏡花記念館見学
２．出 欠
出席３６名 欠席２２名
出席率６０％ ビジター４名
３．来訪者（敬称略）
金沢西ＲＣ 戸水義夫
澤田幸壮

松魚亭

金沢南ＲＣ 水野義男
みなとＲＣ 南野達也
４．幹事報告
・会食後、泉鏡花記念館見学
５．ニコニコボックス
磯野（洋）君、中村（實）君
立春を過ぎたとはいえ、まだまだ厳冬の２月
なのに快晴で暖かい日々が続いています。今
日は中国大陸より黄砂が飛来しています。中
国も春が来たのでしょうか。
合計２，
０００円（累計６６８，
０００円）

