
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。
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講 話 予 定

１月２８日（木）
おもてなしコンサルタント　高　妃希氏

「もてる男の１０カ条」

２月４日（木）
ＴＯＴＯ（株）北陸支社商品技術課

課長　金子泰章氏

　　３日（木）　クラブ年次総会　　　　　　　　松魚亭にて
　 　　　　　　次年度クラブ協議会　　　　　　松魚亭にて
　１０日（木）　１２月定例理事会　　　　　　　  松魚亭にて
　１７日（木）　年忘れ会　　　　　　　　　　　松魚亭にて

 １2月クラブ日誌

　第1737回例会
　１月７日（木）曇り　12：30 ～ 13：30　　　松魚亭

１． ご挨拶
　会長　安宅雅夫君
２．出　欠
　出席３７名　欠席１９名　
　出席率６７．２７％
３．幹事報告
　・京都洛北・相模原南ＲＣより祝電拝受
　・金沢８ＲＣ新年合同例会全体会議
４．皆出席顕彰（敬称略）
　３３ヶ年　上田忠信
　２１ヶ年　松本範夫
　１２ヵ年　勝田浩之
　１１ヵ年　木村功一　　　　　　　　　　　　　　　　
５．お誕生日祝い（敬称略）
　　６日　坪田良三
　１２日　小泉幸雄
　１４日　吉井　清
　２５日　内堀　茂
　２７日　磯野進吾
　２８日　水巻啓光
　３０日　多々俊和　
６．ご結婚記念日祝い（敬称略）
　１６日　小泉幸雄　
ニコニコボックス
　安宅君、汐井君、辻君
　　　　　新年明けましておめでとうございます。
　畠君　　年忘れ会で、作家の先生方に沢山の作品を出して頂き 
　　　　　まして。感謝！
　高畠君　新しい年、今年もよろしく。
　松本君　２１ヶ年の皆出席顕彰を頂きました。
　勝田君　１２ヵ年皆出席顕彰を頂いて。有難うございます。
　木村君　１１ヵ年皆出席顕彰を頂戴いたしました。有難うござい
　　　　　ました。
　水巻君　誕生月を迎えました。目出度くもあり、目出度くもなし。
　内堀君　誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。
　澤田君　今般、一身上の都合にて退会させて頂きます。皆様に  
　　　　　は大変お世話になり、また大変勉強にもなりました。
　　　　　医者の不養生にならぬよう、腹八分目、ちょっと寂し 
　　　　　い気もしますが、ちょうど潮時のようにも思えます。
　　　　　お世話になりました。金沢北ＲＣの今後益々のご発展 
　　　　　をお祈り申し上げます。
　作家先生方より
　　　　　作品展にあたり、１６万円のニコボックスを頂きました。

合計１７２，０００円（累計４０８，０００円）

　第1738回例会　金沢 8ＲＣ新年合同例会
　１月１２日（火）曇り 18：00 ～ 19：20　ホテル日航金沢

１．式次第
　点　鐘　　　　　　　金沢北ＲＣ会長　安宅雅夫
　国歌斉唱　　　　　　｢君が代 ｣
　ロータリーソング　　｢奉仕の理想 ｣
　金沢８ＲＣ代表挨拶　 金沢北ＲＣ会長　安宅雅夫
　乾　杯　　　　　　　ＲＩ２６１０地区ガバナー　中川可能作　
　ご祝儀 ｢金沢風雅 ｣　三茶屋芸妓連
　中締め　　　　　　　石川第一分区Ａガバナー補佐　中島哲夫

　閉会挨拶　　　　　　石川第一分区Ｂガバナー補佐　高畠菊丸
　ロータリーソング　　｢手に手つないで ｣
　点　鐘　　　　　　　金沢北ＲＣ会長　安宅雅夫
２．出　欠
　出席４２名　欠席１４名　出席率７６．３６％
　金　沢ＲＣ７８名　金沢東ＲＣ５８名　金沢西ＲＣ３５名
　金沢南ＲＣ４４名　香林坊ＲＣ５３名　みなとＲＣ３０名
　百万石ＲＣ１９名　交換学生４名

　恒例の金沢８ＲＣ新年合同例会は、１月１２日（火）１８時より、
金沢北ロータリークラブがホストとなり、ホテル日航金沢にて
３７０名の参加を得て開催された。
　冒頭、ホストクラブ安宅雅夫会長が挨拶に立ち「厳しい社会情
勢の中、理念と理想を掲げ、一丸となって前進しよう」と述べた。
　また中川可能作ガバナーより、ガバナノミニーに百万石ＲＣの
炭谷氏に決定した事、また地区のロータリー標語の決定の報告と
乾盃でロータリーの発展を期した。
　途中、東・西・主計町の芸妓連による「金沢風雅」のご祝儀があり、
和やかな会場に包まれた。　　　　（クラブ広報委員長　米澤修一）
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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。 

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」 

　親愛なる金沢北ロータ
リークラブ会員の皆様に謹
んで新年のご挨拶を申し上
げます。
　同時に、本年も倍旧のお
引き立てを賜りますよう、
どうぞ宜しくお願い申し上
げる次第です。
　さて、会長の大任を賜って
半年間が経過いたしました。

　その間に起こりました社会をとりまく環境につきまし
ては、私ごときが回想いたしますより会員諸兄のご考証
の通りでありますので、申し上げることは控えさせてい
ただくことにいたします。
　ただ、昨年８月の総選挙の結果大きく流れが変わり、
新体制の誕生と言う、まさに「チェンジ」が起こりまし
たことに触れないわけには参りません。
　マスコミが煽り立てるような「政権交代」が、本当に
起こったのでしょうか。
　国民が望んだ「チェンジ」とは、このことだったので
しょうか。
　あるいは、年末に選ばれた漢字一字は、その事も包含
して「新」でしたが、果たして…。
　私には残念ながらどれもこれも「ＮＯ！」としか評価
できません。
　金沢北ロータリークラブ定款第１３条第２節には「支
持の禁止」が、また、３節には「政治的課題の禁止」が
謳ってありますが、これには抵触はしないだろうとの見
解で述べさせていただきます。
　なぜなら鳩山首相の「政治的課題」をとやかく批判し
ようと思っているわけでありません。トップたる「指導
力」についての評価を私なりの思いで断じたいからです。
　ともかく一国のリーダーとしての「指導力・力量」に
ついては、かなりというよりも大きく欠落しているとし
か私は見ることができません。
　前述内容との整合性の問題、契約（約束）の破棄もし
くは変更・撤回、責任転嫁どれをとっても納得がまいり
ません。
　ただ、私は「朝礼暮改」は悪いことであるとは思って
おりませんし、寧ろすべきではないかとさえ考えており
ます。
　過ちをあらたむるに憚ることなかれです。
　但し、当然ながら説明責任を果たすことが先ず行われ

るべきであることは論を待ちません。
　半年前、就任にあたってご挨拶させていただきました。
　改めて読み返してみますと、まさに汗顔の極みです。
　「ぶらず、らしく」を目標として諸兄にも推奨をさせ
ていただきました。
　それこそ、首尾一貫ぶれずにこれたのでありましょ
うか。
　クラブ要覧に掲載された事業計画という名の「マニ
フェスト」は契約通りに実現しているのだろうか。
　特にＣＬＰ導入のために起こるであろう不慣れによる
混乱、輻輳、責任の不明確、周知不足あるいは理解不足
によるそれらの対策については、十分な配慮を行ってい
るのだろうか。
　数え上げれば切りがないほどの構造欠陥が見え隠れし
ているのも事実です。
　鳩山首相のことを、私の理事会と対照する種にするた
めに持ち出したのではありませんが、汐井幹事をはじめ、
理事役員の絶大なご協力のたまもので船出をさせていた
だき、航路の半ばまで来ることができました。
　これもあれも理事役員の各位はもとより、会員諸兄の
ご理解あってと、ただただ感謝いたしております。
　また先ごろには次期会長に、敬愛する畠善昭さんより
ご承認いただき当期の最も重大な課題をクリアいたし、
安堵いたしております。
　畠次期会長におかれては、私の思いをお汲み取りいた
だき、畠流に咀嚼のうえ更なる改善をお願いいたすもの
です。
　とは申せ、まだ半分。これからも、まだまだ事業が目
白押しです。
　理事会では、胸躍るごとき新規計画も進行中です。
　「ぶらず、らしく」を掲げた以上、それを拠りどころ
として努めてまいりますので、なおいっそうのご支援・
ご協力をお願いいたします。
　「ぶらず、らしく」は言葉であらわすことではなく、
実践に現れるものではないのかと思っておりますので、
その意図するところを口頭でお伝えすることはいたしま
せん。
　任期満了のあかつきに評価いただければさいわい
です。
　最後に、各位におかれましては、この一年がすばらし
い繁栄をもたらし且つ、楽しく過ごせる一年であります
ことをご祈念申し上げ年頭のご挨拶にいたします。

年頭所感

会　長　安　宅　雅　夫

年忘れ会

例会担当　水　巻　啓　光

　第1736回例会　年忘れ会
　１２月１７日（木）晴れ　18：30 ～ 20：45　　松魚亭

１．出　欠
　出席３７名　欠席２０名　
　出席率６７．２７％　ご夫人１７名　　
２．《例　会》
　① 点　鐘
　② ロータリーソング ｢それでこそロータリー ｣
　③ 会長挨拶
　④ 松魚亭さんへお歳暮
　⑤ 幹事報告
　⑥ ニコニコボックス披露
　⑦ 点　鐘
　《年忘れ会》
　① 開会の挨拶　水巻例会担当

　② 津軽三味線　永村幸治氏
　③ 乾　杯　安宅会長　　　
　④ 会員作品展抽選
　⑤ 歓　談
　⑥ 閉会の挨拶　畠会長エレクト
　⑦ロータリーソング ｢手に手つないで ｣
ニコニコボックス
　安宅君、汐井君
　　　　　年忘れ会、大いに楽しみましょう。
　畠君　　初めて家内と出席します。
　高畠君　楽しい年忘れになりますように。
　桜田君　１２月１３日、米山奨学生との忘年会が中川ガバナー出
　　　　　席のもと開催され、５０名が参加されました。アミナ・
　　　　　サラワトさん家族も出席し、楽しいひと時を過ごしま  
　　　　　した。
　小川君　女子駅伝・柔道グランドスラムで、当社（三井住友海上）
　　　　　社員が優勝しました。応援、ありがとうございました。

合計８，０００円（累計２３６，０００円）

　去る１２月１７日（木）、夜間例会に引き続き、恒例の「年
忘れ会」が開催されました。
　今年も、会員作家先生の作品を展示し、購入希望の作
品に投票して抽選会を行うという、当クラブ独特、かつ、
伝統のある催しが行われました。
　展示のお手伝いとして早めに出かけましたが、魚住安
彦・瀧川眞人・長谷川塑人・二塚長生会員の４先生が採
光の具合や作品の配置などをチェックされる様子を、ポ
カ～ンと眺めているだけでした。名誉会員の大場勝雄（松
魚）先生の色紙も届き、準備完了でホッとしたことを思
い出します。
　例会では、ニコボックス披露で、畠エレクトのコメン
ト紹介が会場に笑いの渦を巻き起こし、盛り上がったと
ころで「年忘れ会」に突入です。
　オープニングは、若手の津軽三味線奏者・永村幸治氏
で、ジュニアの部で全国優勝の実績がある実力者です。
生演奏を聴くのは初経験ですが、力強さと繊細さが妙に
心地よく聞き惚れました。
　「学校でイジメに会いましたが、津軽三味線が支えと

なって高校は卒業しました。」との自己紹介もありまし
た。現在、学校で生徒を前にしての演奏活動もされてい
るとのこと、今後の活躍が期待できる方と拝見しました。
　また、「演奏者も拍手がいただければ調子に乗る」と
のことで、拍手のタイミングを教示されたほか、アンコー
ルに応えて演奏され、予定時間を大幅に超えた大熱演で
した。
　メインイベントの抽選会は、長谷川先生が展示・抽選
担当として進行役を務められ、抽選役の指名や当選者の
発表など軽妙な司会ぶりで、特に、発表の際は会場を笑
い・興奮・ため息に包み込まれました。名司会ぶりは今
後の参考にさせてもらいたいと思いました。（出来るか
どうかは…？）
　なお、食事は１０種類の鍋物がバイキング方式で用意
され、一通り食べた後、好みの鍋に再度の挑戦をした際
には「売り切れ」となり、残念ではありましたが大変お
いしくいただきました。
　企画担当・親睦担当の皆様、松魚亭さま、いろいろと
有難うございました。


