４．幹事報告
・本日例会終了後、例会場にて臨時理事会開催
ニコニコボックス
安宅君、汐井君、高畠君、辻君
中川可能作がバナー、柴田史郎地区幹事をお迎えして。
合計１０，
０００円（累計９５，
０００円）

第 1718 回例会

ガバナー補佐訪問
７月１６日（木）晴れ 12：30 〜 13：30
松魚亭
１．講 話
石川第一分区Ｂガバナー補佐 高畠菊丸君
２．出 欠
出席３４名 欠席２２名
出席率６１.８１％ ビジター１名
３．来訪者（敬称略）
白山ＲＣ 中川英治
４．幹事報告
・例会終了後、ガバナー補佐とのクラブ協議会
ニコニコボックス
高畠君 ガバナー補佐としての訪問です。宜しく。
安宅君、汐井君、辻君
高畠菊丸ガバナー補佐をお迎えして。よろしくご指導
をお願い致します。
的場君 一向一揆、生き残りの子孫からのお願い。鳥越一向一
揆まつりに、是非ともお越し下さい。
合計１１，
０００円（累計７６，
０００円）

第 1719 回例会

７月２３日（木）晴れ 12：30 〜 13：30

2009年 8月 6（木）

第 845 号

7 月クラブ日誌
９日（木） 新会員研修会（神田秀樹君・屶網大介君）
松魚亭にて
７月定例理事会
松魚亭にて
１６日（木） ガバナー補佐訪問クラブ協議会 松魚亭にて
３０日（木） ガバナー公式訪問
松魚亭にて
臨時理事会
松魚亭にて

題字・画

大場松魚 筆

8 月・9 月の例会変更・休会のご案内
……………………金沢ＲＣ……………………
８月５日（水）１８：００〜 ニューグランドホテル「納涼懇親会」
８月１２日（水）休 会
……………………金沢東ＲＣ……………………
８月１７日（月）休 会
８月２４日（月）１８：３０〜 金沢国際ホテル「夏の納涼例会」
……………………金沢西ＲＣ……………………
８月７日（金）１８：００〜 金沢都ホテル「納涼例会」
８月１４日（金）休 会
９月１１日（金）創立４５周年記念式典
９月２５日（金）→２７日辰巳用水清掃例会に振替
……………………金沢南ＲＣ……………………
８月４日（火）１８：３０〜 ホテル日航金沢「納涼例会」
８月１１日（火）休 会
……………………金沢北ＲＣ……………………
８月１３日（木）休 会
２７日（木）→２９日（土）１８：００〜 八百辰「納涼会」
９月２４日（木）休 会
……………………香林坊ＲＣ……………………
８月３日（月）１８：３０〜 金沢エクセルホテル東急「納涼会」
１７日（月）休 会
２４日（月）６：３０〜 金沢エクセルホテル東急「早朝例会」
……………………みなとＲＣ……………………
８月４日（火）１８：００〜 ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢
「納涼親睦夜間例会」
８月１１日（火）休 会
……………………百万石ＲＣ……………………
８月１３日（木）休 会
９月２４日（木）休 会

松魚亭

１．講 話
（株）ぶどうの木 社長 本昌康氏
「経営は手の長いヤジロベェ」
２．出 欠
出席３１名 欠席２５名
出席率５６．
３６％ ビジター４名
３．来訪者（敬称略）
金 沢ＲＣ 森 泰夫
金沢東ＲＣ 諸江賢二 松本洋武
金沢西ＲＣ 澤田幸壮
ニコニコボックス
金沢東ＲＣ 松本洋武君
久しぶりのメーキャップです。今年、穏やかな浅野川
の夏景色を祈ります。
安宅君、汐井君、辻君
本社長をお迎えして。お話を楽しみにしています。
畠君
先週、ガバナー補佐の高畠君をお迎えしましたが、
お金がなかったので今日ニコニコ致します。
合計９，
０００円（合計８５，
０００円）

1720

第
回例会 ガバナー公式訪問
７月３１日（木）晴れ 12：30 〜 13：30
松魚亭
講 話 予 定

１．講 話
ＲＩ第２６１０地区ガバナー 中川可能作君
２．出 欠
出席３２名 欠席２４名
出席率５８．
１８％ ビジター８名
３．来訪者（敬称略）
金沢東ＲＣ 諸江賢二 不破幸夫 二木克明
金沢西ＲＣ 坂本藩應
金沢南ＲＣ 石野 茂
香林坊ＲＣ 中川可能作 柴田史郎 宮武潤成

会

長：安宅

８月１３日（木）
定款第６条第１節により休会
８月２０日（木）
「世界の砂漠を緑にする会」事務局長
大澤俊夫氏

雅夫

Ｓ Ａ Ａ：水巻

会長エレクト：畠

善昭

会

計：中村

實博

副 会 長：木下

和吉

クラブ広報委員長：米澤

修一

幹

俊彦

会 員 数：５６名

利陽

クラブ設立：昭和４８年１０月３日

事：汐井

副 幹 事：辻

啓光

例 会 日：木曜日 １２：３０〜１３：３０
例 会 場：松魚亭 金沢市東山１−３８−３０
TEL〈０７６〉２５２-２２７１ FAX２５２-２２７３
事 務 局：金沢市尾山町９−１３・金沢商工会議所内
TEL〈０７６〉２２２-２５２５ FAX２２４-２８８２
Ｅ -mail:k-kitarc@angel.ocn.ne.jp

卯辰山開拓録より（明治二年刊行）
慶応三年前田慶寧が命じて卯辰山を開拓し市街を
設 け、 養 生 所、 招 魂 台、 産 物 集 会 所、 撫 育 所 等 を
開いた。図は当時の天神橋や帰厚坂が画かれている。

R. I 会長 ジョン・ケニー

2009 - 2010年度国際ロータリーテーマ

THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS

「ロータリーの未来はあなたの手の中に」

2009-2010年度
金 沢 北ロータリークラブ会長テーマ

「ぶらず、らしく。」

私の名刺

神田

屶綱

Ｓ３８. ５. １３生まれ

大介（なたみ だいすけ）

Ｓ５１. １０. ２０生まれ

ビア＆スピリッツ株式会社

北陸支店長

中山博之法律事務所

職業分類：酒類製造業
この度、歴史と伝統ある金沢北ロータリークラブに入会

しかし、ロータリアンらしくあれ。

私の名刺

秀樹（かんだ ひでき）

サントリー

何ごとにもロータリアンぶらず。

職業分類：商事弁護士
実は北陸支店は２度目の勤務になります。入社しての最

この度、小間井宏尚社長、岡田進先生のご推薦と会員の

感謝しております。

させていただき、皆様のお仲間にいれていただくことにな

初の配属地が金沢でした。入社はＳ６２年。当時の支店長は、

皆様方のご理解を頂き、もったいなくも金沢北ロータリー

りました。ロータリークラブの活動自体が初めてであり、

この金沢北ロータリーでも皆様にお世話になったと聞いて

クラブに入会させていただくことになりました。

不慣れでご迷惑をお掛けすることも多々あるかもしれませ

います及川雅弘さんの頃でした。当時のメンバーとは今で

私は、金沢で生まれ、東京の大学を卒業後、不動産仲介

進み、社会における弁護士の位置づけも多様化しつつあり

んが、一生懸命活動する所存ですのでどうかよろしくお願

も親交が深く、数年に一度はこの金沢に当時のメンバーが

業を経て、現在、中山博之法律事務所において、弁護士と

ます。その中で、自己の利益、依頼者の利益、所属する組

い致します。入会にあたりまして、ご推薦いただきました、

全員集まり、同窓会をやっています。その後、大阪・東京

して勤務しております。

織の利益等のバランスを考慮するあまり、ともすれば、社

本岡三千郎様、米澤修一様をはじめ会員の皆様方に厚く御

で勤務し、久しぶりにこの北陸での勤務となった次第です。

礼申し上げます。

弁護士が扱う事件は、法律の解釈問題のみならず、経済

前任の川口を始め歴代の支店長より、このロータリーク

問題や背景に人と人との思いが激しくぶつかりあう感情問

近年、法曹制度改革の一環として、弁護士人口の増加が
図られた結果、弁護士事務所の巨大化、市場原理の導入が

会奉仕の精神を考慮することを忘れがちになるおそれがあ
ると思います。

私は富山県氷見市の出身です。高校卒業までの１８年間

ラブの皆様に非常にお世話になっていること、また素晴ら

題と不可分であることが往々にしてあります。私は、常日

私は、歴史ある金沢北ロータリークラブに入会させてい

は育った氷見からはほぼ出ることはなく、海と山に囲まれ

しい方達が集まっているクラブであることを聞いておりま

頃、個々の事件を解決する際や文献にあたることで得られ

ただくにあたり、ロータリークラブの綱領に掲げられてい

まさに自然児のように少年時代を過ごしました。金沢へは

す。私自身が歴代の支店長に比べ若輩であり、
『自分で大丈

る知識以外に、幅広い視野を養うとともに豊かな人生経験

る職業奉仕の精神を常に念頭に置き、微力ながらも社会に

中学の時修学旅行で来ましたが、田舎者の私にはまさに憧

夫だろうか？』という不安も正直ありますが、一方でなん

を積むことが、必要不可欠であると考えておりました。

貢献できる人間に成長して生きたく思っております。皆様

れの地で、当時見た風景は今でも脳裏に焼きついています。

とか皆様にご指導いただき、ロータリアンとしてふさわし

今回、金沢北ロータリークラブに入会させていただくこ

その後、早稲田大学に進み、大学時代はクラブチームでは

い男になれるよう、成長の場にさせていただきたいと考え

とで、様々の業界でご活躍されている人生経験の豊富な諸

ありましたが、ラグビーに熱中していました。貧乏学生で

ております。

先輩方から学ばせていただく機会を頂けることに、心から

クラブの合間を見つけてアルバイトで稼いだお金は、仲間

この金沢という街が大好きです。中でもこの街の人が一

とのお酒にほぼ消えていました。そんな学生時代を送って

番好きですし、また人脈の非常に大切な街であることも実

いたからか、就職先には『自分の好きなものを扱いたい』

感しております。若輩者ゆえご迷惑をお掛けすることもあ

という理由でサントリーを選びました。ただ、お酒自体が

るかと思いますが、皆様のお仲間に入れていただき、色々

好きというより、お酒があることで場が楽しくなる・人と

学ばせていただきたいと思っております。どうかご指導・

人との距離が一気に縮まる・そんな空間が好きという感じ

ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。

におかれましては、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、
なにとぞ宜しくお願い申し上げます。

クラブ協議会
幹

事

汐

井

俊

彦

でした。
７月１８日（木）石川第一分区Ｂガバナー補佐の高畠菊丸君を迎えて、クラブ協議会が開催された。
各委員長より、組織体制・事業計画の報告を受け、ガバナー補佐のご指導・フォローを受けた。
基本的に、金沢北ＲＣは他のクラブに比べて、ＣＬＰの導入がスムーズに進んでいて、組織体制も整理され、最も進んだロー
タリークラブの一つだとお褒めの言葉を受けた。また、それに甘んじること無く、より一層邁進して金沢北ＲＣらしく進んで
欲しいとの事であった。
付記：「ロータリー梅林」について、大村委員長より
卯辰山ロータリー梅林は、金沢北ＲＣが提唱して、当時の金沢４ＲＣが賛同。金沢ＲＣは梅の木を現物支給して、他のＲＣは
一人一万円の寄付をしてもらい、もちろん当クラブはそれ以上を拠出。
当時荒地（山）だった西田氏所有の土地を金沢市に購入してもらい、金沢北ＲＣが整地をして梅林に造成し、今日まで管理・
清掃をやってきた経緯がある。

