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講 話 予 定

４月２日（木）
金沢百万石ＲＣ　谷　伊津子君
「いい気　いい顔　いい食事」

４月９日（木）
お花見夜間例会
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　１２日（木）　３月定例理事会　　　　　     松魚亭にて

 3 月クラブ日誌

　第1703回例会
　３月１２日（木）晴れ　12：30 ～ 13：00　　   松魚亭

１．講　話
　会員　畠　善昭　君
２．出　欠
　出席３４名　欠席３３名
　出席率６０．０％　ビジター６名
３．来訪者（敬称略）　
　金　沢ＲＣ　河野良三　松本　大　森　俊彦　
　金沢東ＲＣ　村田　惇
　金沢南ＲＣ　中谷啓一　水野義男
４．幹事報告
　・石川県美術文化協会へ現代美術展賞典費を贈呈
ニコニコボックス
　磯野（洋）君
　　　　　今日は東京出張で、出席できず、申し訳ありません、　
　　　　　安宅さん宜しく。
　　　　　畠さんの卓話聞けずに残念ですが、宜しく。
　中村（實）君、瀧川君
　　　　　畠さん本日の講話、宜しくお願い致します。
　畠君　　久し振りにお話をしますが、緊張しています。
　中村（芳）君
　　　　　誕生祝い、有難うございました。

合計６，０００円（累計７１０，０００円）

  理　事　会　報　告
  　　　　平成２１年３月５日（木）出席者２０名

◆審議事項
　①米山奨学生受け入れの件
　　カウンセラー　桜田会員
　②その他

　４月・５月の例会変更・休会のご案内　

……………………金沢ＲＣ……………………
４月１５日（水）１８：００～　観桜会　ホテル日航金沢

４月２２日（水）ＩＭに振替
５月２７日（水）１８：００～　チャリティーオークション

金沢ニューグランドホテル
……………………金沢東ＲＣ……………………

４月１３日（月）１８：３０～　春の特別例会　金沢スカイホテル
４月２０日（月）ＩＭに振替
４月２７日（月）休　会　　

……………………金沢西ＲＣ……………………
４月１０日（金）１８：００～　観桜例会　和田屋

４月２４日（金）ＩＭに振替
５月８日（金）休会

……………………金沢南ＲＣ……………………
４月１４日（火）１８：３０～　観桜例会　会場未定

４月２１日（火）ＩＭに振替　
……………………金沢北ＲＣ……………………
４月９日（木）１８：３０～　観桜会　松魚亭

４月１６日（木）ＩＭに振替
５月７日（木）休会

……………………香林坊ＲＣ……………………
４月１３日（月）１８：３０～　観桜会　金城楼

４月２０日（月）ＩＭに振替
５月１８日（月）地区協議会に振替

……………………みなとＲＣ……………………
４月７日（火）１８：００～　観桜例会　湯涌温泉『かなや』

４月２１日（火）ＩＭに振替
……………………百万石ＲＣ……………………

４月３０日（木）ＩＭに振替
※ＩＭ（都市連合会）

４月１９日（日）１３：００～　合同例会・式典・講演
「津幡町文化会館シグナス」

１５：００～　植樹「河北潟干拓地」
１７：００～　懇親会「金沢都ホテル」

　　２日　中村芳明
　　４日　横井清治
　　５日　瀧川眞人
　　８日　中田龍一
　１１日　勝田浩之
　２５日　畠　善昭
　２９日　汐井俊彦
　３０日　深山　彬　　　　
７．ご結婚記念日祝い（敬称略）
　　６日　小間井宏尚　松田忠秋
　　７日　上田忠信
　１１日　大澤久廣
　１２日　川口喜樹
　２１日　水巻啓光
　２２日　玉田善明
　２７日　磯野進吾
　２８日　馬場　貢
　２９日　佃　一成
　３０日　畠　善昭
　３１日　卯野正博
ニコニコボックス
　磯野（洋）、中村（實）君
　　　　　３月３日の雛祭りの日、金沢南ＲＣの４０周年記念例会
　　　　　がありました。心温まる、そして金沢に住んでいるこ
　　　　　とに感謝する気持ちと、涙の出そうなほどのいい内容
　　　　　でした。
　瀧川君　辻卓さん、今日は素敵なお話お願い致します。
　中田（龍）君、勝田君、瀧川君、馬場君、横井君
　　　　　誕生日のお祝い、有難うございました。
　汐井君　本日の北國新聞に、娘が会社のもくもく教室のインス
　　　　　トラクターとして出ましたので。婚期早くなるよう願っ
　　　　　ています。
　吉井君　先ごろ、大澤・中田両会員と愉快な南印度の旅を楽し
　　　　　みました。本日はまた入会６ヶ年を迎える事が出来て
　　　　　感謝です。

　　合計１４，０００円（累計７０４，０００円）
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　中田秀雄さんを追悼して

  会　長　  磯　野　洋　明

　第1702回例会　
　２月５日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　松魚亭

１． 講　話
　辻興産（株）会長　辻　卓　氏
　「私の漢方医学体験」
２．出　欠
　出席３６名　欠席１９名　
　出席率６５．４５％　ビジター４名

２００９～２０１０年度 　
組織・委員会名簿

３． 来訪者（敬称略）
　金　沢ＲＣ　佐野由於
　金沢西ＲＣ　辻　卓
　香林坊ＲＣ　宮竹潤成
　みなとＲＣ　中谷宗紘
４．皆出席顕彰（敬称略）
　６ヶ年　吉井　清　　　　　　　　　
５．幹事報告
　・例会終了後、次年度クラブ協議会開催
６．お誕生日祝い（敬称略）
　　１日　馬場　貢

役員 所掌分担（兼務）

会　長
会長エレクト
副会長
幹　事
副幹事
ＳＡＡ
会　計

安宅
畠 クラブ管理運営委員会アドバイザー
木下 奉仕プロジェクト委員会アドバイザー
汐井
辻 企画担当
水巻 例会運営担当
中村（實） 会員開発委員会アドバイザー

直前会長 磯野（洋） クラブ広報委員会アドバイザー
ガバナー補佐 高畠

常任委員会 委員長 副委員長 委員

奉仕プロジェクト
委員会

越田 玉田 磯野（進）・卯野・内堀・奥田・小川・桜田・多々・高岡・中田（龍）
橋本・松平・的場・森・本岡・横井・吉井　　　　　　 　　  計１８名

所掌分担 担当委員長

職業奉仕担当 奥田 職業倫理・従業員対策・四つのテスト・信条
社会奉仕担当 本岡 都市安全・自然保護・自然愛護・環境保全・地域開発
国際奉仕担当 桜田 交換留学生・ＧＳＥ担当・世界社会奉仕・友情交換
青少年奉仕担当 玉田（兼務） 青少年対策・新世代会議
財団担当 内堀 ロータリー財団・ポリオプラス・米山記念奨学会

常任委員会 委員長 副委員長 委員

会員開発委員会 長谷川 佐賀 上田・岡田・勝田・小間井・馬場・松本・渡邊　　　　　　　 計９名

所掌分担 担当委員長

増強・選考担当 佐賀（兼務） 職業分類・会員増強・会員選考
修練・研修担当 長谷川（兼務）会員研修・退会防止・ＲＩターゲット・文献

常任委員会 委員長 副委員長 委員

クラブ管理運営
委員会

大村 濱井 魚住・大澤・合田・澤田・瀧川・坪田・辻・水巻・二塚・山上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   計１２名

所掌分担 担当委員長

例会運営担当 水巻（兼務） 出席・ニコボックス・会場設営
企画担当 辻（兼務） プログラム・講話・定款・細則
親睦活動担当 山上 会員相互、家族との親睦・他クラブとの友好及び提携

常任委員会 委員長 副委員長 委員

クラブ広報委員会 米澤 油井 木村・小泉・高畠・佃・中川・中村（芳）・松田・深山　　　   計１０名

所掌分担 担当委員長

クラブ会報担当 油井（兼務） 会報・ホームページ管理・ロータリー情報・雑誌
クラブ広報担当 米澤（兼務） 広報・クラブ歴史・記録保存・渉外活動

役員会 ９名（役員数７名）
理事会 １５名（役員数１４名）

　３月１３日に、当クラブ会員の中田秀雄さんが６４歳で亡くなられました。

　ご葬儀の折り、民謡を愛し、上手だった秀雄さんの元気な頃のご自身の小節を聞くことが出来ました。そして友

人の方でしょうか、出棺前のひととき、一人霊前に立ち、尺八を吹奏されました。中田秀雄さんに話しかけて対話

をしているような、静かに優しい音色は、私の心の奥深くに染みこみました。

　当クラブ会員の中田龍一さんにとても心ある弔辞をして頂きました。その中にもありましたが、茶道裏千家の名

刹であります月心寺で、無門塾という会があり、会員の勝田浩之さんのお母さんの指導の元に、茶道を習っていま

す。亡くなった中田秀雄さんも、その一人です。習い始めて十年以上になりますが、誰一人として、上手にはなり

ませんが、私たちの共通するところは、月に二度の夜、共に茶室に同席し二時間ほどの間、旦座して聲松を聴くと

いう静かな時間を持つことです。お点前の稽古もしますが、その間いろいろな話もします。

　茶道具のこと茶席の設えに始まり、各々が最近見てきた、美術展、工芸展の作家や作品のこと。中田秀雄さんか

らは、伝統的日本家屋建築の大工の棟梁ですから、茶室の造り、使用する用材のことなど、稽古のじゃまにならな

い範囲でよく話をしましたし、聞きました。

　旅先で、中村幹事からの訃報の電話を立ち止まって聞いていた場所がお茶屋さんの店先でしたので、金沢に帰っ

たら中田秀雄さんに、お茶の一服でも点ててあげたいと思い、お茶を求めに店に入りました。代金を払っている間、

なにか中田秀雄さんが側にいるような雰囲気を感じました。その店の構えと言いますか内装と言いますか、どこか

で見たことがある様子です。もしかしたら、隈　研吾さんのデザインと設計ではないかと感じて、そこのご主人に

聞きましたら、その通りですとのこと。東京築地東本願寺近くの「寿月堂」と言いました。

　隈　研吾氏（隈建築設計事務所）は六本木に出来た国立新美術館を設計された方で、現在の建築設計の世界では

第一人者のお一人です。中田秀雄さんは、この方に棟梁としての技量を高く評価されて、彼の設計した山形県銀山

温泉にある藤屋や、イギリス・ロンドンのレストランを建築するお仕事を共にしました。

　イギリスのダンヒルのブランドの品々が好きだった秀雄さんにとっては、ロンドンのピカデリーサーカスでのお

仕事は楽しかったとことと思います。同時に、建築学会や業界に名を残す作品を造ることにもなりました。

　先月の二月、クラブフォーラムを開催した折り、中田秀雄さんが手を挙げ、発言されたことを覚えていますか？

その内容は、ロータリークラブの目的は、職業奉仕だと教えられてきたが、次年度よりＣＬＰを採用することになり、

その組織表の分類によると職業奉仕が他の奉仕に吸収されたように感じるし、表示の字が小さくなり、職業奉仕が

第一義であるという大切なことが無くなってしまうのではないですか？という問い掛けでした。この発言がきっか

けで、議論が進み、「金沢北ロータリークラブが目的とするものは、職業奉仕とは何かを学習する場所であり、今

後も第一義である」と、皆で確認できたことであります。

　中田秀雄さんが、私たちクラブ員に残した大切な指摘であり、遺言でもあると思います。

　どうか会員の皆様には、彼のその時の発言と意図するところを思い出して頂き、中田秀雄さんのご冥福を、心よ

りお祈りしたいと思います。

合掌 


