⑨乾杯
⑩ゴルフ成績発表
⑪閉会の挨拶 畠会長エレクト
⑫ロータリーソング 「手に手つないで」
２．出 欠
出席２６名 欠席２８名
出席率４９．
０５％ ご夫人１２名
ニコニコボックス
安宅君、汐井君
大変長いようで短い間、本当にお世話になりました。
有難うございます。
畠君
安宅会長、一年間お疲れ様でした。
高畠君 安宅会長はじめ、役員の皆様、ご苦労様でした。
何とかガバナー補佐の大役も無事終わりました。
横井君 本日のゴルフコンペ、パートナーとハンディに恵まれ
て優勝する事が出来ました。有難うございます。
合計７，
０００円（累計７３８，
０００円）

第 108 回ゴルフコンペ成績
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大場松魚 筆

６月クラブ日誌
１０日（木）相模原南ＲＣ来会
６月定例理事会
２４日（日）最終夜間例会

理

安宅会長、今年度最後のご挨拶です

事

会

報

松魚亭にて
松魚亭にて
松魚亭にて

告

平成２２年６月１０日（木）出席者１９名
◆審議事項
①新会員の件
三井住友海上火災保険（株）金沢支店長 今井暁氏
②退会会員の件
桜田 次君、二塚長生君
③東京小石川ＲＣ友好締結調印式決算の件 承認
④次年度納涼例会の件（次年度理事会）
◆報告事項
①幹事報告 相模原南ＲＣ創立４０周年記念式典
平成２２年１０月２４日（日）午後３時
ラポール千寿閣にて
②各委員会報告
・企画担当 最終夜間例会（６月２４日）
会費 会員６，
０００円 ご夫人２，
０００円
③最終理事会
７月１５日（木）例会終了後

高畠ガバナー補佐、一年間お疲れ様でした

安宅会長より皆様に、鯛の姿造り

講 話 予 定
７月８日（木）
薬学博士 辻彰氏
「安心・安全の食とくすり」
７月１５日（木）
金澤写真院 草野輝久氏
「写真あれこれ」

ゴルフ同好会会長賞は、高畠ガバナー補佐へ

会

長：畠

善昭

Ｓ Ａ Ａ：中川

会長エレクト：木下

和吉
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計：汐井

俊彦

副 会 長：玉田

善明

クラブ広報委員長：米澤
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幹
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会 員 数：５５名

芳明

クラブ設立：昭和４８年１０月３日

事：頏

副 幹 事：中村

茂樹

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

天使とは、神に仕え、神と人間とを仲介し、人間の守護にあたることもある聖霊的存在である。このエンジェル・オルゴールは、
東京小石川ＲＣ（友好クラブ）のメンバーが館長を務める「小さなオルゴール博物館」のオリジナルです。

R.I 会長 レイ・クリンギンスミス

2010 - 2011年度国際ロータリーテーマ

BUILDINGCOMMUNITIES

BRIDGINGCONTINENTS

「地域を育み、大陸をつなぐ」

友を知り、友に学び、友と語り、
共に楽しもう！ ロータリー楽園！
会 長

〈プロローグ〉
昭和４８年１０月３日、３８名の
志を同じくする先輩諸兄が灯をと
もした金沢北ロータリークラブ
も、今年度３７年目を迎えようと
している。
今までの歴代会長の素晴らしい
リーダシップのもと、会員諸兄の
ご努力の積み重ねで、伝統あるク
ラブへと成長してきました。
不肖、私 畠 善昭は第３８代
目会長に推薦されましたが、会長
職の名を汚すことのないように、
浅学菲才の身でありますが一生懸命に身を捧げる所存であります。
どうぞ、会員諸兄のご叱正とご指導を頂きまして、来年の任期
まで限りないお力添えを頂きますようにお願い申し上げます。
〈基本方針〉
もうロータリーを退会しょうかなーと思っていたとき、当時の
小間井会長 中田幹事から会長をやれとの打診がありました。
何回か例会から遠ざかると、なかなか例会に足が向かない 行っ
ても友人がいない 行っても魅力がない 経営計画が達成できな
いとき人は出来ない理由ばかりを理屈として言う 出来ない理由
を言う前に出来る方法を考えればよいのに
私が例会に出ないのもこんな言い訳からでした。
こんなスリーピングしていた私が引き受けたロータリーです。
こんな私だからできるロータリーのロータリー観と、ともにロー
タリーの今年度基本方針の一端を申し述べさせて頂きます。
私の経営する会社の理念の一つに二宮 尊徳氏の思想「報徳」
があり、私はロータリーはまさに、この倫理や道徳を追求する哲
学を学びながら、自分にできるところから奉仕する社会活動であ
ると勝手に思い込んでいます。

畠

善 昭

まさに志を同じくするものが相集いお互いを知り、お互いから
学び、お互いに語り、共に楽しめるロータリー楽園として、クラ
ブライフを楽しめる団体を会員諸兄全員で作り上げていく覚悟で
ございます。
未熟な私が一番修練させて頂く良い機会だと思っています。
クラブテーマを達成するためのアクションプログラムは
１. 魅力ある例会に勢いをまた、お互い会員同士を知り尽くそう
２. ワクワクする夜間例会でロータリー仲間に勢いを
３. お一人お一人の会員が目に見えない信用を大事にして、結果
として職業奉仕を
（おのおのがロータリー観の確立を）
４. ロータリー事務局の効率化
このようなアクションプログラムを通して一年間を省みたとき
は江戸時代の拝聖 松尾芭蕉氏の易 不易が理解され、これから
のロータリーの指針が見出されるものと思います。
友を知り、友に学び、友と語り、共に楽しもう！ ロータリー楽園！
〈エピローグ〉
二度とこない人生、我々は歴史と伝統ある金沢北ロータリーク
ラブの会員です。
ご縁があり、志を共にし、目に見えない精神を学び本物の職業
奉仕を追い求めていきます。
家族から、会社から、社会から、地域から我々がお手本であり
ますと胸を張っていえる道徳心を身に付けて、自己修練を続けて
いこうではありませんか。
一年間、日々前進、より蜜の多い花を咲かせるために、自らが
根をはった土に水をやることを怠らずに。
会員諸兄と共に忍耐と寛容をもって、力強い一歩を踏み出しま
す。
今年一年間、大過なく皆様方と過ごせることを念じつつ、会長
方針とさせて頂きます。

金沢北ロータリークラブの皆様へ
幹 事

頏

利 陽

2010-2011年度

「友を知り、友に学び、友と語り、
金 沢 北ロータリークラブ会長テーマ
共に楽しもう！ ロータリー楽園！」

に楽しもう！ロータリー楽園！ を元に、今の北ロータリークラ
ブの課題を解決できるように、このテーマに沿って活動をしてい
きたいと思います。
まず、 友を知り はそれぞれの委員会における行事に対して、
それぞれの会員の知恵を拝借して行動を起こすことによって、各
会員の考え方や今までの経験を知ることによって 友を知る こ
とになると思いますので、ぜひ皆さんの力を結集しながら全員参
加のロータリーの活動を進めて行きたいと思います。

第 1755 回例会

６月３日（木）晴れ 12：30 〜 13：30

１．講 話
日本顔学会 会員 前田紘一氏
「顔の秘密」
２．出 欠
出席３０名 欠席２４名
出席率５４．
５４％ ビジター１名
３．来訪者（敬称略）
金沢ＲＣ 河野良三
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）
３０ヶ年 本岡三千郎
２２ヶ年 磯野洋明
１０ヶ年 中村實博
６．お誕生日祝い（敬称略）
４日 油井敏男
５日 長谷川塑人
７．ご結婚記念日祝い（敬称略）
２日 的場晴次
ニコニコボックス
安宅君、汐井君
前田先生をお迎えして。お話を大変楽しみにしています。
畠君
本日の前田先生の卓話、楽しみです。
頏君
前田先生をお迎えして。
本岡君 ３０ヶ年皆出席、何とか出来ました。
中村（實）君
１０ヶ年の皆出席顕彰有難うございました。あっという
間でした。今後とも宜しく。
魚住君 日本工芸会石川支部展が始まりましたので。エムザに
て、入場無料です。
油井君 諺の中に「一龍一蛇」がありますが、それではないで
すが、止むを得ず暫く例会を休むことになりましたが、
お陰様をもちまして、今日より立ち上がる事が出来ま
した。又、お見舞いも頂き、有難うございました。
合計１６，
０００円（累計６９１，
０００円）

第 1756 回例会

6 月１１日（木）曇り 12：30 〜 13：30
今年度、畠会長の下で幹事を勤
めさせていただきますので、よろ
しくお願いいたします。
さて、最近は諸般の事情により
ロータリークラブの会員も減少し
ており、当北ロータリークラブも
多いときで八十数名在籍しており
ましたが、今や五十数名まで減っ
ております。会員数はある程度確
保しないとクラブ運営に支障をき
たす為、会員増強又退会の防止は
大きな課題でないかと思います。

又、今年度はＣＬＰ（クラブ・リーダーシップ・プラン）を導入し
て２年目になり、前年度に引き続き継承して、なお一層ＣＬＰを浸
透させ、来年度に引き渡したいと思います。
私の入会当時を思い起こすと、増江元会員に強引？に入会させ
られ、ロータリーの素晴らしい理念を理解せず、お付き合いで２
〜３年在籍して辞めるつもりでしたが、諸先輩のお陰で入会して
自分の知らない世界を見て知って非常に興味を持つようになり、
特に自分の業界しか知らない為、非常識を色々気づかされました。
そういう意味ではロータリーは自分を育ててくれたように思いま
すが、其の感動もマンネリ化して、あまり感じなくなってきてお
りますので、もう一度初心に帰りたいとおもいます。
今年度の畠会長のテーマ 友を知り、友に学び、友と語り、共

松魚亭

１．講 話
会員 皆川容顴君
｢ 多重債務問題について ｣
２．出 欠
出席３０名 欠席２６名
出席率５４．
５５％ ビジター１４名
３．来訪者（敬称略）
相模原南ＲＣ 足立旬一 岩本 勉
栗林一郎 鈴木晴澄
中澤矩長 深澤 博
益田国貴 山闢辰男

松魚亭

次に 友に学び は色んな人の講話を聞き、又クラブ奉仕に参
加していただいて 友に学び たいと思います。
最後に 友と語り は楽しい夜間例会を作り、会員同士がコミュ
ニケーションをとり、親密になっていただいて 友を知り、友に
学び、友と語り、共に楽しもう！ロータリー楽園！ のテーマを
目指したいとおもいますので、各委員会の皆様方には、ご協力を
よろしくお願い申し上げます。

金 沢ＲＣ
大屋 修
金沢西ＲＣ
辻
卓
４．幹事報告
・相模原南ＲＣ創立４０周年式典
日時：２０１０年１０月２４日（日）午後３時
場所：ラポール千寿閣
・本日１８時３０分より、松魚亭にて６月定例理事会開催
ニコニコボックス
相模原南ＲＣの皆様より
本日お世話になります。４０周年記念式典、宜しくお願
い致します。
安宅君、汐井君
相模原南ロータリークラブの皆様をお迎えして。昨日、
今日と有難うございます。また、皆川君のお話を大変
楽しみにしております。
頏君、高畠君
相模原南ＲＣの皆様、ようこそお越し下さいました。
合計３７，
０００円（累計７２８，
０００円）

第 1757 回例会

６月１７日（木）晴れ 12：30 〜 13：30

１．講 話
２０１０〜２０１１年度ロータリー財団奨学生
棒田恵氏
２．出 欠
出席２７名 欠席２９名
出席率４９．
０９％ ビジター１名
３．来訪者（敬称略）
金沢ＲＣ 河野良三
４．幹事報告
・２０１１〜２０１２年度財団奨学生
高口緑さん紹介
・城北地区開発促進同盟会へ寄付贈呈
ニコニコボックス
安宅君、汐井君
棒田恵さんのお話を楽しみにしています。おめでとう
ございます。
魚住君 日本経済新聞に、北ロータリーの諸先輩と「交遊抄」に
掲載頂きましたので。
合計３，
０００円（累計７３１，
０００円）

1758

第
回例会 最終夜間例会
６月２４日（木）晴れ 18：30 〜 21：00

大谷新一郎
月森清一
中村辰雄
溝渕真澄

松魚亭

松魚亭

１．点 鐘
① ロータリーソング ｢ それでこそロータリー ｣
② 安宅会長挨拶
③ 汐井幹事挨拶
④ 新旧会長・幹事バッチ交換
⑤ 松魚亭より会長、幹事・高畠ガバナー補佐へ花束贈呈
⑥ ニコニコボックスの披露

