２６日 本岡三千郎
２７日 安宅雅夫
３１日 長谷川塑人
ニコニコボックス
安宅君 創立記念日（１０月３日）に敬意を表します。
安宅君、汐井君
新会員の平本健治君を迎えて。今後のご活躍を期待し
ます。
桜田君 １０月は米山月間です。本日は、アミナ・サラワトさん
の卓話、宜しくお願いします。
平本君 このたび、金沢北ＲＣに入会させて頂いて。
木下君、松本君
平本さんの入会を祝して。
合計１２，
０００円（累計１６２，
０００円）

２．出 欠
出席会員２７名 ご夫人１５名
欠席３０名 出席率５０％

第 1728 回例会

ニコニコボックス
安宅君、汐井君
皆さん、今晩は大いに楽しみましょう。
松本・水巻・大澤君
先日、ハワイへ行ってきました。
合計５，
０００円（累計１７７，
０００円）

理

松魚亭

報

告

１０月クラブ日誌
３日（土）〜４日（日） 地区大会
１５日（木） １０月定例理事会
２９日（木） 夜間例会

金沢にて
松魚亭にて
ぶどうの木シノアにて

◆山上会員の会社移転のお知らせ
新事務所
〒９２０−００６１ 金沢市問屋町１−７２
Ｔｅｌ２３９−１２２３ Ｆａｘ２３９−１２２４

1729

講 話 予 定

１．点 鐘
ロータリーソング「それでこそロータリー」
安宅会長挨拶
ピアノ演奏 高典子氏
乾 杯
ニコニコボックス披露（例会委員会）
歓 談
閉会の挨拶 畠会長エレクト
ロータリーソング「手に手つないで」

１１月１２日（木）
会員 屶網大介君
１１月１９日（木）
木島脳神経外科クリニック 木島保氏
１１月２６日（木）
京セラ元常務 福井誠氏
「経営にフィロソフィは必要か」

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：５７名

利陽

クラブ設立：昭和４８年１０月３日

副 幹 事：辻

会

◆ 協議事項
①第２６回金沢北ＲＣ少年柔道錬成大会の件
従来通りの開催様式で行う事とする
②納涼会決算報告
◆協議事項
①指名委員会設置の件 安宅・畠・木下・汐井・辻
③金沢８ＲＣ新年合同例会の件（金沢北ＲＣホスト）
平成２２年１月１２日（火）１８時より ホテル日航金沢にて
◆各委員会報告
・親睦担当 年忘れ会 １２月１７日（木）松魚亭にて
ゲストは津軽三味線の永村氏と金大の落研
・修練担当 後期に二回のクラブフォーラム開催を希望する
◆その他
・１１月１９日（木）東京小石川ＲＣ来会

第
回例会 夜間例会
１０月２９日（木）晴れ 18：00 〜 20：00 ぶどうの木シノア

事：汐井

事

大場松魚 筆

平成２１年１０月１５日（木）参加者１３名

１．講 話
旧藩主本多家を顕彰する「武生立葵会」会員 井上和治氏
「越前府中・前田利家紀行」
２．出 欠
出席３６名 欠席２０名
出席率６６．
６７％ ビジター７名
３．来訪者（敬称略）
武 生ＲＣ 城戸茂夫
金 沢ＲＣ 佐野由於 本田八郎
金沢西ＲＣ 小林 洋 田中 薫
百万石ＲＣ 炭谷亮一 岩倉舟伊智
４．幹事報告
・次回例会（１０月２９日）は「ぶどうの木・シノア」で夜間例会
ニコニコボックス
武生ＲＣ 城戸茂夫君
本日のゲスト井上氏とご同行して。
百万石ＲＣ 炭谷君・岩倉君
久し振りに古巣に戻って参りました。
安宅君、汐井君
井上先生をお迎えして、お話を楽しみにしています。
木下君、辻君
井上氏と城戸氏をお迎えして。
合計１０，
０００円（累計１７２，
０００円）

長：安宅

第 848 号

題字・画

１０月２２日（木）晴れ 12：30 〜 13：00

会

2009年11月5（木）

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」

国際ロータリー第 2610 地区

金 沢 北ロータリークラブ会長テーマ

「ぶらず、らしく。」

事

汐

井

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。

私の名刺

地区大会
幹

【１０月３日（土）本会議１日目】

2009-2010年度

俊

彦

平本

基調内容は、新自由主義と市場開放と無差別的な規制緩和

健治（ひらもと けんじ）

午前１０時：中川可能作ガバナーの開会点鐘から始まり、

を政府が実施する中で、日本が何百年も積み上げてきた素

挨拶、採択、報告、表彰、と進み、本日第１部ロータリー

晴らしい日本の文化、伝統、精神、日本の心が壊されてい

講演・指導者育成セミナー「千玄室氏」によるロータリー

く危機的な状況に現代がある。まさに、官権政治となり、

の未来と題して、基調講演が催された。

税金で国民が養っている政治家が増長して、制度疲労が顕

基調内容は

著に現れてきている。例えば子供中心主義で、なんでも子

① 新人とキャリア組みとあらゆるロータリーの交流をクラ

供が大事で学校においても、すぐ先生が暴力をふるったと

この度、木下様、松本様のご推薦により、この風光明

ブで計る。例えば、例会テーブルを毎回チェンジして、

言うことで、懲戒を受け、やがては学校を辞めざるを得な

媚な卯辰山公園に位置するこの地において、金沢北ロータ

園内の水飲み場及びトイレ等の水周りを中心に、地域社

ベテランのロータリー知識を新人に教えていくような活

くなり、本当の原因を探すこと無く教師を追放して、一件

リークラブに入会させていただきましたこと、心よりお礼

会の方々が気持ちよく使えるよう日々奮闘しております。

動を展開していく。

落着良かった、良かった…で終わり。本来この国を運営し

申し上げます。

当初は金沢ガス水道修繕工事協同組合という名称で営業活

② ロータリーはウィサーブが基本で、個々人を尊重し大切

ているのは大人にも拘らずその大人がないがしろにされ、

Ｓ３６. ３. ２４生まれ
譁平本組

代表取締役

金沢維持管理協同組合

代表理事
げ、金沢市内一円の公園修繕を中心に業務を行っています。

現在、株式会社平本組及び金沢維持管理協同組合の代表

動を行っていましたが、これでは事業内容が限定されると
の懸念から、本夏、商号変更を行いました。組合員の経営
安定と組合事業の活動化を図るべく、他事業への参加を推

にしてその前提に立脚して個人がクラブを構成する。ラ

子供も大切ですが、過保護にされ、軟弱になり兼ねない子

を務めておりますが、今回は組合の代表という立場で入会

イオンズのように、ウィサーブのクラブに任せるのでは

供達が増え、この国を築いてきた大人を敬う事無く、この

させていただきました。

無く、個々の責任において行なうグッドウィルであって

国の経済を支えてきた中小企業を切り捨て、大企業優先の

ほしい。

政策を執って来た現代の政治に大きな矛盾があるのではな

家業を継ぐため土木系の大学を卒業し、現在に至っており

いか。２１世紀は弱者への涙にも、分かり理解のある方向

ます。家族は両親、妻、１男３女の子供たちで、賑やかな

また、微力では有りますが、この組合業務の中でお世話

もっと広報・ＰＲ活動を強化する必要がある。であるか

へ戻るべきである。そして日本人が失いつつある礼節を見

毎日を送っています。仕事が中心の日々の中で、特にこれ

になっている地域社会や子供たちに、何か出来ないだろう

らこそ、ロータリーの未来は今、貴方達の手の中にある

直すことが大事であり、過去（戦前以前）の日本国民の基

といった趣味はないのですが、仕事の合間を見計らい能登

かとの思いから、辰巳用水の鯉の放流に合わせた清掃活動、

のだから、共に頑張って行こう。

礎学力と労働力のレベルの高さは世界最高峰にあったのは

島沖で筏つりを楽しんでいます。広い海原に浮かぶ筏で、

夏休み前の幼児用徒渉池周辺の清掃活動や少年サッカー、

最後に、禅において「もうあっちへ行っても良いだろう」

まぎれもない事実であることは世界の学者が認めている事

黒鯛を釣る爽快さは形容しがたいものがあります。そして、

学童野球チームへの応援活動を行っています。

と言う心境です。ありがとう

である。もっと誇りを持って欲しい。

未だに車。かつて、仲間と何台もの車を連ね、暴走族まが

まだまだ若輩者でひよこの組合ではありますが、皆様の

基調講演が終わり、続いて国際ロータリー会長代理の石黒

いな行動をしていた頃が懐かしく思い出されると同時にま

お仲間に入れていただき、いろいろと学んでいこうと思っ

慶一氏より、ＲＩ３大強調事項「識字率向上、保健と飢餓

だまだ未練があります。

ています。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いい

③ 一般市民にロータリーを理解して、知ってもらう為にも、

【１０月４日（日）本会議２日目】
午前１０時：開会点鍾から来賓紹介、ガバナー現状報告、
報告、採択、記念講演、藤原正彦氏
等多数の著書を出筆して、本日は
して講演がなされた。

数学者で「国家の品格」
日本のこれから

と題

私は、４人兄弟の長男として福井に生まれ、金沢で育ち、

救済、水保全」の話がなされ、この３つが一緒に強調され

この度の入会のご縁となりました、金沢維持管理協同組

出したのは２００４年からで、今後ともＲＩの重要課題とし

合は３年ほど前、管工事に携わる若手の仲間９名で立ち上

し進めていこうと奮闘中ではありますが、言うは易し、行
うは難しの心境です。

たします。

て推進して行くと、力強く話されました。

第 1727 回例会

１０月１５日（木）晴れ 12：30 〜 13：30
１．講 話
米山奨学生 アミナ・サラワトさん
２．出 欠
出席３７名 欠席１９名
出席率６８．
５２％ ビジター４名
３．来訪者（敬称略）
金 沢ＲＣ 松本 大
金沢東ＲＣ 太田光尋 二木克明
金沢西ＲＣ 平塚邦彦
４．幹事報告
・新会員 平本健治君紹介
・例会終了後、理事会開催

松魚亭

５．皆出席顕彰（敬称略）
１８ヶ年 澤田光夫
１３ヶ年 濱井弘利
６．お誕生日祝い（敬称略）
３日 玉田善明
８日 合田昌英
９日 米澤修一
２０日 屶網大介
３１日 高岡 昇
７．ご結婚記念日祝い（敬称略）
５日 瀧川眞人
１３日 魚住安彦
１６日 山上公介 油井敏男
１９日 中村實博
２０日 桜田鉄次
２５日 高岡 昇

