出席３０名 欠席２７名
出席率 ５４．
５５％ ビジター３名
３．来訪者（敬称略）
金沢東ＲＣ 梅村雄彦
金沢西ＲＣ 作田昭七
金沢南ＲＣ 水野義男
４．幹事報告
・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
屶網大介君のお話を楽しみにしています。
玉田君 髪を短く切りました。ニューバージョンの玉田をよろしく！
畠君
先日、勝田様の講演をお聴きして。感謝！
合計６，
０００円（累計１９２，
０００円）

第 1732 回例会

１１月１９日（木）雨 12：30 〜 13：30

12 月・1 月の例会変更のご案内
……………………金沢ＲＣ……………………
１２月１６日（水）１８：００〜 ホテル日航金沢「クリスマスパーティ」
１２月３０日（水） 休 会
１月６日（水） 休 会
１月１３日（水）→１月１２日（火）金沢８ＲＣ新年合同例会※
……………………金沢東ＲＣ……………………
１２月１４日（月）１８：３０〜 金沢スカイホテル「年忘れ家族例会」
１２月２８日（月） 休 会
１月４日（月）→ １月１２日（火）金沢８ＲＣ新年合同例会※
……………………金沢西ＲＣ……………………
１２月１８日（金）１８：００〜 金沢都ホテル「家族親睦パーティー」
１２月２５日（金） 休会
１月８日（金）１２：３０〜 金沢都ホテル「新年例会」
１月１５日（金）→１月１２日（火）金沢８ＲＣ新年合同例会※
……………………金沢南ＲＣ……………………
１２月２２日（火）１８：３０〜 ホテル日航金沢「年忘れ家族会」
１月５日（火）休会
１月１２日（火）→１月１２日（火）金沢８ＲＣ新年合同例会※
……………………金沢北ＲＣ……………………
１２月１７日（木）１８：３０〜 松魚亭「年忘れ会」
１２月２４日（木）休会
１月１４日（木）→１月１２日（火）金沢８ＲＣ新年合同例会※
……………………香林坊ＲＣ……………………
１２月２１日（月）１８：３０〜
金沢エクセルホテル東急「年忘れ家族会」
２８日（月）休会
1 月４日（月）→１月１２日（火）金沢８ＲＣ新年合同例会※
……………………みなとＲＣ……………………
１２月２２日（火）１８：００〜
ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢「年忘れ家族親睦例会」
１月５日（火）休会
１月１２日（火）→１月１２日（火）金沢８ＲＣ新年合同例会※
……………………百万石ＲＣ……………………
１２月１７日（木）１９：００〜ホテル日航金沢 「年忘れ家族例会」
１２月２４日（木）休会
１２月３１日（木）休会
１月７日（木）→１月１２日（火）金沢８ＲＣ新年合同例会※
※金沢８ＲＣ新年合同例会 １月１２日（火）１８：００〜
ホテル日航金沢

松魚亭

１．講 話
木島脳神経外科クリニック 院長 木嶋保氏
｢ 脳卒中について ｣
２．出 欠
出席３８名 欠席１９名
出席率６９．
０９％ ビジター７名
３．来訪者（敬称略）
東京小石川ＲＣ 曽我修一 高月清司
金沢西ＲＣ
作田 武 田中 薫 室石和夫 坂本藩應
香林坊ＲＣ
宮竹潤成
ニコニコボックス
安宅君、汐井君、畠君、辻君
本日の講師に、木嶋保氏をお迎えして。お話を楽しみにし
ています。
磯野（洋）君
東京小石川ＲＣの曽我会長、
高月会員のご来訪を歓迎します。
勝田君 昨日、山梨県北杜氏のサントリー白州蒸留所を見学させて
いただきました。会員の神田秀樹サントリー北陸支店長様
には、お世話になり有難うございました。
木村君 本日は、ボジョレヌーボーの解禁日です。皆様にはワンラ
ンク上の、ボジョレビラージュ・ヌーボーをお勧めします。
合計９，
０００円（累計２０１，
０００円）
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優 勝 中村 實博 ４３ ４９ ９２ １５
準優勝 高畠 菊丸 ５０ ５２ １０２ ２４
第３位 水巻 啓光 ４２ ４２ ８４ ６
第４位 川面 正雄 ４６ ４０ ８６ ８
第５位 大澤 久廣 ４９ ４９ ９８ １５
Ｂ Ｂ 中村 芳明
ニアピン
大澤（２）、横井、高畠

１２月１０日（木）
会員 神田秀樹君
「ビール＆ウィスキーについて」

石川県立美術館にて
松魚亭にて

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

N
７７
７８
７８
７８
８３

１２月３日（木）
招龍亭社長 魏 賢 氏

雅夫

事：汐井

大場松魚 筆

講 話 予 定

１1 月クラブ日誌

長：安宅

題字・画

第 106 回ゴルフコンペ成績

◆審議事項
①第２６回金沢北ＲＣ柔道錬成大会決算報告
②１０月夜間例会決算報告
◆協議事項
①年忘れ会の件
１２月１７日（木）１８時３０分より 松魚亭にて
ゲスト：永村幸治氏（津軽三味線）
※料理内容の検討
◆その他
①金沢８ＲＣ新年合同例会の件
ロビーにて金沢百万石ＲＣがラオスの絹布を販売
売上金は、ラオスに送金
※当クラブのホストなので、全会員の協力を期す
②クラブ年次総会
１２月３日（木）

会

第 849 号

平成２１年１１月３日（火・祝）石川ゴルフ倶楽部にて

平成２１年１１月１２日（木）出席者１１名

５日（木） 日本伝統工芸展鑑賞
１２日（木） １１月定例理事会

2009年11月26（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

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。」

伝統ある当クラブ主催の少年柔道練成大会も、今年では
や２６回目を迎える事になりました。
石川県立武道館にて１１月１日（日）午前９時より、竹
野道場の小学校６年生の竹野君による選手宣誓より試合は
開始されました。
４、５歳の幼児から小学校６年生迄、それぞれの年齢別
に男女分かれてトーナメント戦で試合は進められました。
１８０名のちびっ子選手が３面の会場一杯に、一生懸命に
熱い戦いを展開しました。
４、５歳の幼児がきちっと礼をしてからの試合は、まる
でゼンマイ仕掛のお人形さんが踊っている様な、とても愛
らしいものです。
「初め」の合図にパタパタと中央に歩み寄り、持ち手を取
り合ったとたんに、お互い同時に大外狩りを繰り出し、一
方がパタンと倒れるとそのまま押さえ込み「一本」…等の
試合を見て、思わず微笑みが出て来ました。
それがだんだんと年齢が上がるに従い、真剣に自分の技
を繰り出し、相手を倒そうと熱の入った好試合が展開され
る様になりました。
６年生にもなると、大人顔負けの引き手争いから自分の
有利な組み手にしようと駆け引きも始まり、少し柔道をか
じった私には楽しいひと時でした。
私も青春時代に青い畳の上で、姿三四郎の夢を追った一人
として、柔道というスポーツは「道」が付くだけ、精神練磨、
人間育成に大きな領域を感じるものがあります。

しかし、ロータリアンらしくあれ。

ハワイ旅行記

第 26 回金沢北 RC 少年柔道錬成大会
玉

何ごとにもロータリアンぶらず。

田

善

松 本 範 夫

明

サッカーとか野球とかのチームプレーの競技と異なり、
個対個の戦いであり、全てが自分自身で結着を付けるス
ポーツです。
勝つか負けるか、勝負の世界は常に残酷ですが、それま
での練習の積み重ね、そこから来る自信、自己への信頼な
ど多くの要素で、試合の結果が出ます。
大会に出場した子供達は、指導者の先生の教えを目と耳
と、体一杯で受止めようと真剣です。
多くの大人が忘れ去った純真さと、素直さと、前向きな
真剣さが柔道場一杯に充満している雰囲気には、感動さえ
覚えました。
柔道、剣道、弓道、相撲など日本古来のスポーツは、勝
ち負け以外に人格形成の「道」を極める手段の一つだと思
います。
中でも柔道はオリンピック種目として、勝負の面のみ強
調されがちですが、やはり根底は武道としての人格練磨の
基本が大切だと思います。
強ければそれだけで評価されるスポーツでは無い事が、
多くの人に愛される国民的スポーツなのでしょう。
大会に出場したちびっ子選手達が、この青い畳から飛び
出し、大きな未来の舞台で立派に成長して、活躍する事を
祈念するものです。
最後になりましたが、大会開催に大変お世話になりまし
た北信越柔整専門学校様、少年柔道塾、教室の諸先生方に
は心より感謝申し上げます。

１０月８日から１４日までの７日間、ハワイ旅行に行って
きました。
大澤夫妻、水巻夫妻、上田夫妻と私達８名は、台風で小、
中学校、例会さえ休会の中、金沢をレンタカーにて２時過
ぎに出発。６時には中部国際空港に無事到着。そして１０
時すぎに時刻どおり、ハワイに向け出発しました。
今回の旅行は、ハワイ在住の五十嵐昌治君（東京西ロー
タリー会員）が、ゴルフ場の予約、食事の予約をすべてし
てくださったので、幹事の私にとっては本当に楽な、ゆっ
たりした旅行でした。
最初は断り続けていたメーキャップですが、ホノルルゴ
ルフコース（メンバー制）に連れて行くと言われ、ホノル
ルウエストロータリークラブに大澤君、水巻君と３人で出
席してきました。私にとっては米国での２度目のメーキャッ
プです。１度目は息子が、ロータリー交換留学生の時、お
世話になっていたニューヨーク州ジェノバロータリークラ
ブです。その時は、張り切って背広の三つ揃いにバーバー
リーのコートで出席したのですが、地元のロータリアンの
ラフなスタイルに赤面したのを覚えています。今回は事前
にしっかり聞いて、３人ともアロハを着て行きました。
ホノルルウエストロータリークラブの会場は、ダウンタ
ウンの会員制のビルに在り、食事はビュフェスタイルで１２
時に始まり１時間です。最初に会長（唯一人ネクタイをし
ている）がＳＡも兼ねて点鐘を鳴らし、
ロータリーソング（生
ギター）です。雰囲気は最高に良かったです。場所柄、メー

第 1730 回例会

１１月５日（木）晴れ 12：30 〜 13：00
１．日本伝統工芸展鑑賞
２．出 欠
出席３３名 欠席２４名
出席率６０％ ビジター２名
３．来訪者（敬称略）
金 沢ＲＣ 佐野由於
金沢西ＲＣ 辻
卓
４．幹事報告
・会食後、石川県立美術館へ移動
５．皆出席顕彰（敬称略）
３ヶ年 小川克己
６．お誕生日祝い（敬称略）
７日 魚住安彦 的場晴次
２１日 上田忠信 桜田鉄次
７．ご結婚記念日祝い（敬称略）
３日 高畠菊丸 濱井弘利 勝田浩之
１１日 屶網大介
１２日 汐井俊彦
２３日 合田昌英 辻 利陽

松魚亭

キャップも多く、その時も他のメーキャップの人とバナー
の交換をしていました。気楽でアットホームな感じ。３名共、
出て良かったと思いました。
ホノルルウエストロータリークラブの姉妹クラブは東京
西クラブです。会員数約６０名（日系の方は３名）私の不
確かな情報？によると、年会費は＄５００＋アルファー。年
会費には食事代は含まれず、毎回、各自＄１４〜＄１６の食
事負担。メーキャップ費用は一般会員より食事代が＄２高
いようです。ニコボックスと同じシステムはハッピーダラー
と言い、＄１〜＄５で、その場で内容を話して寄付するそう
です。
最後になりましたが、五十嵐さんには旅行中お世話にな
りっぱなし。感謝の気持ちでいっぱいです。最終日には奥
様方の買物のエスコートまでして頂きました。旦那方を代
表してお礼申し上げます。
男性軍はゴルフ満喫。女性軍は観光と買い物。日常を忘
れた楽しい７日間でした。

ニコニコボックス
安宅君、汐井君
ぶどうの木での例会は、素敵な雰囲気でした。少年柔道錬成大
会は、今後とも継続すべき素晴らしい事業であると再認識しま
した。両事業ともに、会員の多数の参加に感謝します。また、
本日は、日本伝統工芸展鑑賞、よろしく。
桜田君 １０月２９日、珠洲ロータリークラブにてのアミナさんの講話に
同行しました。当日は天気も良く、有意義な一日でした。あっ
という間の誕生月です。皆様に感謝、ありがとうございます。
高畠君 文化の日、結婚記念日を迎えました。先日、京都洛北ＲＣの若林
君と楽しい時間を持ちました。
中村（實）君
先日３日の、金沢北ＲＣのゴルフコンペにて優勝させていただき
ました。大変寒い日にも関わらず、最後まで全員無事に生還で
きたことが何よりでした。
合計９，
０００円（累計１８６，
０００円）

第 1731 回例会

１１月１２日（木）晴れ 12：30 〜 13：30
１．講 話
会員 屶網大介君「裁判員裁判の展望」
２．出 欠

松魚亭

