
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

４月１５日（木）
ＹＵ企画　植茶泰男氏

松下幸之助に学ぶ「不況に負けない経済哲学」

４月２２日（木）
クラブフォーラム

４月２９日（木）
祝日のため休会

５月６日（木）
定款第６条第１節により休会

　１１日（木）　３月定例理事会　　　　　　　　松魚亭にて
　１８日（木）　新会員研修会（皆川容顴君）　　　松魚亭にて

 ３月クラブ日誌

  理　事　会　報　告
  　　　　平成２２年３月１１日（木）出席者１１名

◆審議事項
　①現代美術展賞典費拠出の件　
　　例年通り５万円　３月１８日（木）の例会において贈呈
　②例会変更（５月２０日）の件　　
　　時間を１８時３０分に変更
　③金沢北・京都洛北ＲＣ合同夜間例会の件
　・４月８日（木）１８時３０分より松魚亭にて
　・京都洛北ＲＣより３６名（事務局２名含む）が来沢
　・４月９日（金）合同ゴルフコンペ開催
◆協議事項
　①東京小石川ロータリークラブの件
　　５月２０日（木）夜間例会にて調印式の予定
　　（東京小石川ＲＣより２０名出席）
◆各委員会報告
　・会員開発委員会　３月１８日（木）新会員研修会（皆川容顴君）
　・企画担当　　　　４月２２日（木）クラブフォーラム開催

　第1748回例会
　４月１日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　　松魚亭

１．講　話
　中小企業経営のガッツ　代表　飯山晄朗氏
　｢ワクワク経営でうまくいく ｣
　～「できる」「できない」を
　　　　｢できる ｣に変える思考法
２．出　欠
　出席４５名　欠席１２名
　出席率７８．９４％　ビジター８名
３．来訪者（敬称略）
　輪　島ＲＣ　五嶋耕太郎
　金　沢ＲＣ　佐野由於　　森　泰夫
　　　　　　　松本初夫
　金沢東ＲＣ　和田清聡
　金沢南ＲＣ　山本　茂　　新保弾次
　みなとＲＣ　南野達也
４．幹事報告
　・米山奨学生、アミナ・サラワトさん来会
　・バレリー・ボラスコ嬢とご両親来会
５．皆出席顕彰（敬称略）
　３４ヶ年　佃　一成
　２３ヵ年　大澤久廣
６．お誕生日祝い（敬称略）
　　７日　高畠菊丸
　　８日　小間井宏尚
　１８日　皆川容徳
　２４日　卯野正博
７．ご結婚記念日祝い（敬称略）
　　４日　越田和好　
　　５日　大村精二
　１４日　松本範夫
　１６日　岡田　進
　２６日　吉井　清
ニコニコボックス
　安宅君、汐井君、辻君
　　　　　飯山先生をお迎えして、お話を楽しみにしています。
　畠君　　氷見での会長エレクト研修会に参加しました。

　第1747回例会
　３月２５日（木）雨　12：30 ～ 13：30　　　松魚亭

１．講　話
　（株）人材情報センター　竹内和貴氏
　「新卒・中途採用の現状」
２．出　欠
　出席３２名　欠席２５名
　出席率５７．１４％　ビジター１名
３．来訪者（敬称略）
　金沢西ＲＣ　澤田幸壮
ニコニコボックス
　安宅君、汐井君、辻君
　　　　　本日の講師に、竹内先生をお迎えして。お話を楽しみにし
　　　　　ています。
　皆川君　この度、金沢北ロータリークラブに入会させて頂きました。
　　　　　今後とも、宜しくご指導下さい。
　木下君　孫が、泉ヶ丘高校に合格いたしました。
　畠君　　しばらく、休ませて頂きました。　　

合計１３，０００円（累計５０６，０００円）

　佃君　　３４ヵ年皆出席顕彰を頂きました。元気で本日までロータ
　　　　　リアンとして出席させて頂き、感謝しています。
　大澤君　２３ヵ年、無事皆出席できました。有難うございます。
　高畠君　交換学生、バルちゃんようこそ。
　大村君　結婚記念月です。｢忍 ｣の一字です（笑）
　卯野君　誕生月です、有難うございました。

合計８，０００円（累計５１４，０００円）

　４月　８日（木）１８：３０　京都洛北ＲＣ来会
　５月２０日（木）１８：３０　東京小石川ＲＣ来会
　６月１０日（木）１２：３０　相模原南ＲＣ来会

 お知らせ
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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」 

　この度、畠善昭先生、辻利陽社長の御推薦を頂き、伝

統ある金沢北ロータリークラブに入会させていただき

ました。ありがとうございます。先日、長谷川塑人委員

長の訓話で、ロータリークラブは、「人間らしく生きる

ことを学ぶところである」と伺いました。ロータリーク

ラブに対して、異業種交流の一種としてのイメージしか

持っていなかった私には、新鮮な驚きであり、同時にロー

タリークラブが身近なものとして感じられ、何かほっと

するような気持ちになり、皆様の一員となれることを嬉

しく思っております。

　さて、私自身のことを少しご紹介したいと思います。

私は生まれも育ちも金沢の「金沢っ子」です。大学卒業

後は、実家のビジネスホテルの手伝いながら、空手道場

の指導員などをしておりましたが、昭和５９年に小さい

ながらも自らの事務所を開設し、以来、司法書士として

生きてきました。司法書士の仕事としては、不動産の売

買、相続、担保権設定等の不動産登記ならびに会社の設

立から解散までに関わる商業登記を主に行って参りまし

たが、ここ十数年は、登記業務と並行して、いわゆる多

重債務問題に積極的に取り組むようになりました。平成

１４年には、簡易裁判所における訴訟代理権も取得し、

多くの多重債務問題の解決に微力ながら尽力している次

第です。

　多重債務案件は、「借金で死ぬことはない、解決でき

ない借金問題はない」とのスローガンの下、取り組んで

参りました。しかし、最近では債務整理をしても生活が

成り立たない、いわゆる貧困問題に直面することが多く

なり、この問題の根深さを痛感しております。もっと、

誰でも簡単に働き、普通の生活ができ、老後の心配など

しないで済むような社会にならないものか、何かやり方

があるのではないかと、思わないではありません。

　ロータリークラブは、職業を通じて世界の人々に奉仕

するということを主眼とする団体だと知りました。皆様

の末席に加わらせて頂きながら、少しでも世界の人々の

ためになることが出来ればと思います。よろしくお願い

いたします。

皆川　容顴（みながわ　やすのり）

Ｓ２５.４. １８生まれ

皆川容顴司法書士事務所

私の名刺

　第1745回例会
　３月１１日（木）曇り　12：30 ～ 13：30　　松魚亭

１． 講　話
　泉鏡花記念館館長　青山克彌氏
　｢鏡花あれこれ ｣
２．出　欠
　出席３３名　欠席２３名
　出席率６０．０％　ビジター２名
３．来訪者（敬称略）　
　金沢南ＲＣ　大竹正信
　みなとＲＣ　南野達也
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、辻君
　　　　　青山先生をお迎えして。お話を大変楽しみにしています。
　中田君　６７歳の誕生日を祝って頂き、有難うございました。

合計５，０００円（累計４７６，０００円）

　第1746回例会
　３月１８日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　松魚亭

　１９７０年、ハーバード大学のマイヤー教授が発表した

有名な文書がある。みなさんはご存じだろうか。

「亭主を早死にさせる１０箇条」

①主はできる限り太らせなさい。 

②家では手伝いなどさせず、じっと座らせていなさい。 

③酒をドンドン飲ませなさい。 

④塩辛いものを食べさせなさい。 

⑤動物性脂肪が含まれた食品は好きなだけ食べさせなさい。 

⑥コーヒーや甘いものはいくらでも与えなさい。 

⑦タバコを好きなだけ吸わせなさい。 

⑧夜遅くまでテレビを観させなさい。 

⑨休暇旅行など計画させないようにしなさい。 

⑩絶えず夫への愚痴や文句を言い聞かせ続けなさい。 

　この文書には「早いとこ厄介払いをして、気楽な未亡

人になりたい人のために」という副題がついている。

　もちろんこれは逆のことを行えば、健康になれるとい

うことを言いたいのである。

　最近の日本は空前の健康ブームである。「カロリーオ

フ」と書かれた食品が飛ぶように売れ、多くの人たちが

サプリメントをとり続けることに喜びを感じている。い

つしか健康になることが目的になってしまっているの

だ。

　本来、「健康とは目的ではなく幸せに生きる手段」な

のだ。健康とお金は貯めるだけでは何の意味も成さない。

これらは使ってはじめて自分に幸せをもたらすのだ。

　ＷＨＯは健康を「身体的・精神的・霊的・社会的に完

全に良好な動的状態であり、たんに病気あるいは虚弱で

ないことではない。」と定義している。つまり、心が豊

かで幸せを感じていなければ、健康とは言えないのだ。

　幸せを手に入れる人とは、例外なく周りの人を幸せに

しようと常に考えている人だという。幸せになりたくて

もなれない人とは、自分の幸せを第一に考える人のこと

を言うらしい。

　これからも、私は職業奉仕を常に実行し、明るく、充

実した人生を歩んでいこうと思う。

「健康」の意味

中　川　茂　樹

１．講　話
　フリーアナウンサー　平見夕紀氏
　「伝えるということ」
２．出　欠
　出席３３名　欠席２４名
　出席率５８．９３％　ビジター１名　　　　
３．来訪者（敬称略）
　金沢西ＲＣ　 小林　洋
４．幹事報告
　・現代美術展賞典費贈呈
　・新会員　皆川容徳君紹介
　・小川会員、退会（転勤）のご挨拶
ニコニコボックス
　安宅君、汐井君、辻君、木村君
　　　　　平見夕紀さんを講師にお迎えして。お話を大変楽しみにし     
　　　　　ています。
　安宅君、汐井君
　　　　　司法書士、皆川容徳君を新会員としてお迎えして。嬉しい
　　　　　ですね。
　長谷川君
　　　　　皆川さんのご入会を心からお祝い申し上げます。クラブで
　　　　　のご活躍を、沢山ご期待いたします。
　佐賀君　皆川さんのご入会を歓迎致します。
　辻君　　新会員、皆川さんの入会を祝して。
　汐井君　誕生月です、有難うございます。
　小川君　今日が例会最終出席となります。３年半の間、誠に有難う
　　　　　ございました。

合計１７，０００円（累計４９３，０００円）

　先代は常々私に言ったものである。「業界トップにな

らなくてもよいが、業界において無視できない大きな存

在になれ」と。そのせいか、実際、業界において我社は

トップの座についたことがない。一時先頭にいても気が

つくと、目の前に誰かが走っているのだ。

　結局はナンバーワンの実力がないというだけのことか

も知れないが、私は二番手という立場が好きだ。それ相

当の実力を備えた、トップが恐れる二番手が理想である。

一番は、抜かれまいとして常に後ろを気にしてしまう。

その点、二番はいつも前を向いて走る。超えるための工

夫や努力を怠らず、いつか追い抜くことを夢見る。まさ

に前向きな姿勢でいられるわけである。思うに、二番手

は実力・夢・余裕といった「花も実も」ないと務まらな

いポジションではないだろうか。

　流行歌ではないが、ナンバーワンよりオンリーワン。

私は、独自性をもった「花も実も」ある二番手を、いつ

も狙っているのである。

オンリーワンの二番手
高　岡　　　昇


