第 1710 回例会

５月２１日（木）晴れ 12：30 〜 13：00

２．出 欠
出席３２名 欠席２３名
出席率６０．
３８％ ビジター３名
３．来訪者（敬称略）
金沢南ＲＣ 中谷啓一
みなとＲＣ 南野達也 林 靖生
４．皆出席顕彰（敬称略）
２９ヶ年 本岡三千郎
２１ヶ年 磯野洋明
中村實博
９ヶ年 桜田 次
５．お誕生日祝い（敬称略）
４日 油井敏男
５日 長谷川塑人
６．ご結婚記念日祝い（敬称略）
２日 的場晴次
ニコニコボックス
磯野（洋）、中村（實）君
６月は、ロータリーの年度の最終の月間です。残
り三回の例会は、会員の講話と打ち上げや次年度
への引き継ぎ式などに残してありますが、私達に
とっては、今日の例会が大切なクラブフォーラム
であり、着地点であると思っています。今日の食
事は、記憶に残るようにと、佃さんの会社で作っ
ているカレーライスです。
桜田君、中村（實）君
９ヶ年の皆出席顕彰を頂き、有難うございました。
二人同時入会させて頂き、今日まで仲良くさせて
頂いております。
瀧川君 今年度の最後のクラブフォーラムです。プラス思
考で良き考えをお願いします。
佃君
今日は当社のカレーを食べて頂いて、有難うござ
いました。
長谷川君
誕生日が来ても、もう年は取らぬ事にしました。
精神年齢は、去年は５５歳でしたので、今年は５６
歳です。
高畠君 この度、西警察署の防犯協会会長になりましたの
で。
合計１２，
０００円（累計８４０，
０００円）

松魚亭

１．講 話
会員 松本範夫君 澤田光夫君
２．出 欠
出席３４名 欠席２１名
出席率６４．
１５％ ビジター２名
３．来訪者（敬称略）
金沢東ＲＣ 橋本達矢
金沢南ＲＣ 石野 茂
４．幹事報告
・城北地区開発促進同盟会へ寄付金を贈呈
ニコニコボックス
富山大手町ＲＣ様
認証状伝達式、宜しくお願い致します。
磯野（洋）君・中村（實）君
今日は、日本海上空に高気圧の気象があり、南の
暖かい空気が入り込み、少々フェーン現象で汗を
かく暖かさになりました。体温の高さは、豚イン
フルエンザでない事を祈ります。
松本君、澤田君
本日、つたない話を聞いて頂きます。
瀧川君 松本さん、澤田さん、本日は有難うございます。
お話、楽しみにしています。
合計１２，
０００円（累計８２２，
０００円）

第 1711 回例会

５月２８日（木）晴れ 12：30 〜 13：30

松魚亭

１．講 話
会員 米澤修一君 的場晴次君
２．出 欠
出席３６名 欠席１９名
出席率６７．
９２％ ビジター２名
３．来訪者（敬称略）
金 沢ＲＣ 河野良三
香林坊ＲＣ 北川善昭
ニコニコボックス
磯野（洋）君、中村（實）君
来週から６月になり、私たち会長・幹事の任期も
残り一ヶ月。少々心がウキウキです。今日は、会
員の米澤さん、的場さんの講話です。楽しみです。
米澤君、的場君
私の拙い話をお聞きいただき、誠にありがとうご
ざいます。
瀧川君 米澤修一さん、的場晴次さん、本日の講話よろし
くお願いします。
合計６，
０００円（累計８２８，
０００円）

5 月クラブ日誌
１４日（木） ５月定例理事会
１７日（日） 地区協議会

松魚亭にて
金沢にて

講 話 予 定

６月１８日（木）
水巻啓光君・多々俊和君

第 1712 回例会

６月４日（木）晴れ 12：30 〜 13：30

６月２５日（木）
最終夜間例会

松魚亭

１．クラブフォーラム
「金沢北ＲＣは、自分にとって意義はあるか」
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広報委員として、１年を振り返って
広報委員長

小

カレーライス例会
泉

幸

雄

６月４日（木）は、当クラブの佃会員のお店で作っていらっしゃる「金澤カレー」を食べる例会と
しました。
「元気で長生き」「地産地消」をモットーとする佃社長の、無添加・無着色、能登和牛と加賀野菜

今月で磯野会長年
度も終了しますので、

き飛び、本当に感謝申し上げます。
磯野会長・中村幹事始め各委員長の皆様。

広報担当として皆様

そして快く原稿を出稿していただいた会員各

に原稿をお願いした

位には、急な締切でのお願いを快諾していた

私が、一回も原稿を

だき、厚く感謝申し上げます。

書かないのは申し訳

皆様の原稿を読ましていただき、ロータリー

ないと思いますので、

への愛着、想い、そして何よりも北ロータリー

最後にお礼と１年を

クラブへの思い入れを感じさせていただきま

振り返って、感じた事を書かしていただきま

した。その中で、会員の方々の講話で、非常

す。

に楽しい各位の１面を出しておられた、そこ

今年度は広報副委員長の立場で、お手伝い
出来ればとの安易な考えでいましたが、昨年
急きょ今年度委員長予定の川面会員が転勤で

を広報に載せられなかった反省と後悔も多々
ありました。
そして広報活動を通じて１番感じたのは、

退会され、副委員長の私が委員長の役を仰せ

会員皆様に入会履歴の浅い私を、快く受け入

つかりました。何をどうすれば良いかわから

れていただいた大きな心に感激いたしました。

ないままに、川面さんのアドバイスをいただ

役を仰せつかって良かったな、広報委員長し

きスタートした広報委員長でした。

て良かったなと現在は感じております。

第一に頭を悩ましたのが、１年間の原稿を

また、３５周年記念事業として、磯野会長

どのように集め、どの様に運営していけば良

からご指示いただいたホームページもまだま

いかとの１点でした。今までの広報委員の方々

だ未完の感はありますが、順調に立ち上がり、

の努力が、思い知らされるような気持ちでし

今後の会員皆様の情報提供及び、一般の人々

た。会員皆さんにアドバイスをいただいたら、

への北ロータリークラブの活動の啓蒙の一助

皆さんに原稿を依頼すれば書いてくれるよ
とのことでしたが、入会後の日の浅い私が、

重複しますが、会長はじめ理事・役員・会
員の皆様。事務局の広沢さん、大村印刷の担

か非常に心配な、心もとないスタートでした。

当の皆さん、ＨＰでお世話になった西日本テル

恐る恐る原稿をお願いした皆様方が、気軽に

ウェルの浜田さん等々、多くの皆様のご支援・

と言って

いただけた時は、今までの、そんな危惧も吹

佃さん「こだわりの調味料」の、ほんの一例をご紹介させて頂きます。
私がすすめるもの

なるべく避けた方が良いと思うもの

ご指導で１年間を全うできました。心よりお
礼申し上げます。

避けるべきもの

醤

油

◎本醸造丸大豆醤油
原料：加工大豆（脂かす）
、小麦、食塩、 原 料： 左 記 ＋ ア ミ ノ 酸、 防
［基準］原料：大豆、
小麦、
食塩、 米または米こうじ
腐剤
米または米こうじ

食

酢

◎純米酢
原料：酢酸を希釈してつくる物
［基準］原料：米（穀物）
、酒粕、 例）透明度の良い酢
麦芽、果実など
お土産店のらっきょう（白いもの）

味

噌

◎天然醸造味噌
◎速醸造味噌
◎速醸造味噌
［基準］原料：大豆、米、ま ［基準］原料：左記＋アルコール（酒精） ［基準］原料：左記＋添加物
たは麦、食塩

原料：氷酢酸を希釈してつ
くるもの

みりん

◎本醸造みりん（本みりん） 原料：左記＋アルコール（酒精）
［基準］原料：もち米、米こ
うじ、米焼酎

◎混合みりん（みりん風みり
ん）
原料：左記＋アミノ酸など

清

酒

◎純米酒
［基準］原料：米、米こうじ

原料：左記＋醸造アルコール
人工着香（ヤコマン）

原料：左記＋３倍醸造アル
コール

焼

酎

乙類（本格焼酎）
甲類
［基準］原料：米１００％、麦 原料：左記＋醸造アルコール
１００％、いも１００％、ごま
１００％など

甲類
原料：醸造アルコール（エチ
ルアルコール）、ホワイトリ
ガー

油

◎純正油
［基準］原料：ごま、大豆な 抽出法による（ノルマルヘキサン）
ど１００％圧搾法による
参考：サラダ油（ウィンタリ
ングによりロウ分を除去）

次年度理事会

になればと期待しております。

並みいる諸先輩（怖い先輩？）にお願いできる

いいよ。いつまでに出せばいいの

（小坂れんこん、五郎島金時、大根、人参）を使ったカレーを堪能させて頂きました。

５月２８日（木）安宅会長エレクト宅にて、次年度理
事会が開催されました。
ご自宅は閑静な住宅街で、手入れの行きとどいた
立派なお庭を拝見しながら、奥様の料亭顔負けの美
味しいお料理と、美酒に舌鼓を打ちました。
お世話いただいた奥様、綾子さん（ご子息のお嫁
さん）には、本当に、ありがとうございました。

