第 1723 回例会

納涼会
８月２９日（土）晴れ 18：00 〜 20：30

9 月・10 月・11 月の例会変更・休会のご案内
八百辰

……………………金沢ＲＣ……………………
１０月７日（水） 地区大会へ振替
１０月１４日（水）１８：００〜 ホテル日航金沢「観月の宴」
……………………金沢東ＲＣ……………………
１０月５日（月） 地区大会へ振替
……………………金沢西ＲＣ……………………
１０月２日（金） 地区大会へ振替
１０月１６日（金）１８：００〜 和田屋「観月例会」
１１月２０日（金）→１７日（火）１８：３０〜
ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢「５ＲＣ合同例会」
１１月２７日（金）休 会
……………………金沢南ＲＣ……………………
１０月６日（火）地区大会へ振替
……………………金沢北ＲＣ……………………
１０月１日（木）地区大会へ振替
１０月２９日（木）１８：３０〜 「ぶどうの木」
……………………香林坊ＲＣ……………………
９月２８日（月）１８：３０〜 金城楼「観月会」
１０月５日（月）地区大会へ振替
……………………みなとＲＣ……………………
１０月６日（火） 地区大会へ振替
１０月１３日（火）職場見学例会 キリンビール北陸工場
１１月１７日（火）１８：３０〜
ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢「５ＲＣ合同例会」
……………………百万石ＲＣ……………………
１０月１５日（木）地区大会に振替
１０月２２日（木）会場変更例会 於：如来寺

１．例 会
ロータリーソング ｢ それでこそロータリー ｣
会長挨拶
ニコボックス披露
２．納涼会
開会の挨拶 山上親睦担当
乾 杯
安宅会長
琉球舞踊
太陽人
フラダンス
ロータリーソング ｢ 手に手つないで ｣
閉会の挨拶 畠会長エレクト
３．出 欠
会員２５名 ご夫人１０名
出席率４６．
２９％
ニコニコボックス
安宅君 とにかく、ゆっくりと楽しんでください。美味しい料理、
素晴しい音楽、美女の踊り、盛り沢山です。
山上君 本日の納涼会、南国リゾートの雰囲気を満喫して頂け
れば幸いです。
合計４，
０００円（累計１１０，
０００円）

理 事 会 報 告
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◆審議事項
①新会員の件
会員開発委員会（増強・選考担当）佐賀会員により面接を
行い、９月理事会において審議する
◆協議事項
①第２６回金沢市少年柔道錬成大会の件
１１月１日（日）石川県立武道館にて
②お月見の会の件
１０月２９日（木）１８時より ぶどうの木「シノア」にて
※ご夫人同伴とする。
◆その他
①北朝鮮拉致被害者家族に対する支援金協力の件
義捐金基金より、一人当たり１００円（５,６００円）を拠出
②第１４回源流セミナー（北陸大会）
全会員にご案内する

平成２１年８月３０日（日）ＧＣ金沢リンクス
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第３位 松本 範夫 ４７ ４７ ９４ １５ ７９
第４位 高畠 菊丸 ５４ ４９ １０３ ２４ ７９
第５位 安宅 雅夫 ４１ ４１ ８２ ３ ７９
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一成 ５３ ４３ ９６ １３ ８３
第１５位 米澤 修一 ５６ ４８ １０４ １８ ８６
Ｂ Ｂ 上田 宏暢
ニアピン
大村、安宅（２）、中村（芳）
ドラコン
小泉、 松本

8 月クラブ日誌

クラブ奉仕プロジェクト委員会炉辺会合

２０日（木） ８月定例理事会
２９日（土） 納涼会

松魚亭にて
八百辰にて

講 話 予 定
９月１０日（木）
文学博士 佐々木閑氏
９月１７日（木）
帝国データバンク金沢支店長 大鳥井俊之氏
「北陸経済の現状と見通し」
９月２４日（木）
定款第６条第１節により休会

８月１０日（月）松魚亭にて開催。
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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

2009-2010年度

「ロータリーの未来はあなたの手の中に」

金 沢 北ロータリークラブ会長テーマ

「ぶらず、らしく。」

何ごとにもロータリアンぶらず。
しかし、ロータリアンらしくあれ。

納 涼 会
親睦担当

◆会長からの夏の名残りのリクエスト◆
親睦活動担当ということで、納涼会の企画、準備、司会

山

公

介

と見入っておりました。直前会長磯野さんは「戦中派には
特別な感慨があるんだよ」と、しみじみ語っておられたの

進行役を命じられました。安宅会長からの注文は、従来の

が印象的でした。

催しの形式にこだわらず、会員相互の親睦、夫婦の絆を深

◆美容と健康にフラダンスはいかが◆

めそして誰もが楽しめるものをというものでした。

上

フラダンスチーム「カリコ」の３人娘の登場で、八百辰

会長は場所を替え（松魚亭→八百辰）雰囲気を変えよう。

会場は一気にハワイアンセンターに変貌。清楚な中にもお

曜日を代えて（木→土）多くの人に参加してもらおう。持論、

色気を漂わせて、酔いの回った一部の男性会員の視線をク

料理の味は俺が保証する！出し物は沖縄民謡のグループを

ギ付けにしたようです。又、レイをプレゼントされた２０

ました。曲目は加山雄三の名曲「君といつまでも」。奥様

評判の良かった八百辰の料理もそこそこに、恒例の「手に

知っているから、それを使う。あとはお前に任せたぞ！？

名の会員夫人がステージ前でフラダンスの即席レッスンの

はこちらの意図を察してか席を離れようとしませんでした

手つないで」でフィナーレとなりました。閉会後、数人の

会長の屈託のない笑顔からくり出すざっくばらんな物言い

生徒となり、基本ステップ、手振りをほどなくマスターし、

が（笑）、曲間の名セリフ「幸せだなあーボクは真由美（奥

会員の方々から「面白かった」
「とても楽しめた」と声をか

に、かえって私は大きなプレッシャーを感じてしまいまい

曲にあわせて♪アロハ〜オエ〜♪フラダンスを満喫してい

様）といるときが２番目に幸せなんだ。１番目は孫かな。」

けていただき、世話役として大変うれしく思い、又ホッと

た。（冷汗）

ただき、もう気分はトロピカル！でした。

と即興の替えセリフで会場を沸かせ、エンタティナー会長

肩の荷が降りた思いでした。

納涼会のテーマを、南国リゾート沖縄の気分を味わう
4

4

なかでも中村（實）夫妻の踊りが良かったと、会場から

4

としていましたが、もう一ひねり欲しいと思い、国外のリ

ヤンヤの喝采と冷やかしの声が飛び交っておりました。

ゾートの雄「ハワイ」も一緒に楽しんじゃいましょうかと、

◆夢のコラボ

半ば強引なノリで今回の琉球舞踊とフラダンスの「南国リ

琉球民謡＆フラダンス◆

チームが踊る芸演が実現。全く違和感を感じさせないしっ

◆心揺さぶる沖縄舞踊◆

とりとした踊りと歌のコラボレーションに、大きな拍手が

人メンバーで、キラびやかな民族衣装に身をまとった１０

0

0

の真骨頂をいかんなく発揮していただきました。

会長の今年度のテーマ「ぶらず、らしく」の精神が本席

◆終わりに◆

を通して少しでもお伝えできたとすれば幸いです。

あれやこれやであっという間の２時間半。「おいしい」と

安宅会長の発案で、琉球民謡の調べに乗ってフラダンス

ゾート豪華２本立て」となった次第です。
出演した琉球楽団「太陽人」は４人兄妹を中心とする７

0

送られました。
◆北ロータリークラブの若大将ｉｎハワイ！？◆

代〜２０代の乙女（？）達が「４つ竹」と呼ばれる打楽器

納涼会の宴も終盤にさしかかり、司会者の特権で無理矢

を打ち鳴らし情感あふれる歌と踊りを披露、全員一同じっ

理（！？）安宅会長にカラオケのマイクを握っていただき

第 1721 回例会

８月６日（木）晴れ 12：30 〜 13：30

松魚亭

１．講 話
（有）トップマネージメント 炭谷一志氏
「経営者の自己革新」
２．出 欠
出席３８名 欠席１８名
出席率６９．
０９％ ビジター７名
３．来訪者（敬称略）
金沢東ＲＣ 太田光尋
金沢西ＲＣ 田中 薫
金沢南ＲＣ 河原善一 高桑邦夫 大竹正信 新保弾次
百万石ＲＣ 谷伊津子
４．幹事報告
・米山奨学生 アミナ・サラワトさん 来会
５．皆出席顕彰（敬称略）
８ヶ年 的場晴次
６．お誕生日祝い（敬称略）
１日 奥田久雄
７日 岡田 進
１２日 二塚長生
２２日 松田忠秋
７．ご結婚記念日祝い（敬称略）
６日 多々俊和
ニコニコボックス

安宅君、汐井君、辻君
本日の講師に、炭谷氏をお迎えして。宜しくお願いし
ます。
的場君 ８ヶ年皆出席顕彰、ありがとうございました。ロータ
リー精神は、奥深いものがあり、これからも精進させ
て頂きます。
合計７，
０００円（累計１０２，
０００円）

第 1722 回例会

８月２０日（木）晴れ 12：30 〜 13：00

松魚亭

１．講 話
「世界の砂漠を緑で包む会」会長 大澤俊夫氏
「地球と生きるー砂漠の緑化」
２．出 欠
出席３６名 欠席２０名
出席率６６．
６７％ ビジター４名
３．来訪者（敬称略）
金沢東ＲＣ 梅村雄彦
香林坊ＲＣ 西 三也
みなとＲＣ 北尾強也 南野達也
４．幹事報告
・本日例会終了後、例会場にて理事会開催
ニコニコボックス
安宅君、汐井君、辻君
本日の講師に、大澤俊夫氏を迎えて。大変な世の中で
すが、爽やかな話を楽しみにしています。
合計４，
０００円（累計１０６，
０００円）

