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講 話 予 定

８月５日（木）
納涼例会

ホテルアローレ

８月１２日（木）
休会

８月１９日（木）
ガバナー補佐訪問
若松明夫君

　　８日（木）　７月定例理事会　　　　　　　　　　松魚亭にて
　１５日（木）　前年度最終理事会　　　　　　　　　松魚亭にて

 ７月クラブ日誌

  理　事　会　報　告
  　　　　　  平成２２年７月８日（木）出席者１４名

◆審議事項
　①納涼会の件
　　８月５日（木）１９時より　ホテルアローレにて　
　②友好クラブ訪問の件
　・東京小石川・相模原南ＲＣ
　　１０月２２日（金）東京小石川ＲＣ例会出席
　　１０月２３日（土）ゴルフ・観光
　　１０月２４日（日）相模原南ＲＣ４０周年式典参加
　・京都洛北ＲＣ
　　平成２３年５月予定

7月・8月の例会変更のご案内

……………………金沢ＲＣ……………………
８月４日（水）１８：００～ 　金沢ニューグランドホテル

８月１１日（水）  休　会
……………………金沢東ＲＣ……………………

 ８月１６日（月）休　会
８月２３日（月）１８：３０～　金沢国際ホテル
……………………金沢西ＲＣ……………………
７月３０日（金）１８：００～　金沢都ホテル

８月１３日（金）休　会
……………………金沢南ＲＣ……………………
８月１０日（火）１８：３０～　会場未定

８月１７日（火）休　会
……………………金沢北ＲＣ……………………

８月５日（木）１９：００～　ホテルアローレ ｢納涼会 ｣
８月１２日（木）休　会

……………………香林坊ＲＣ……………………
７月２６日（月）１８：３０～　金沢エクセルホテル東急
８月９日（月）→８月７日（土）「川北花火例会」

８月１６日（月）休　会
……………………みなとＲＣ……………………
７月２７日（火）白山比 神社参拝例会

　８月３日（火）１８：００～　ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢
８月１０日（火）休　会

……………………百万石ＲＣ……………………
７月１５日（木）休　会
８月２６日（木）休　会

　第1762回例会　
　７月２２日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　松魚亭

１． 講　話
　（株）ホテルアローレ社長　太田長夫氏
　「地域におけるホテルの役割」
２．出　欠
　出席３５名　欠席２０名
　出席率６４．８１％　ビジター４名
３．来訪者（敬称略）
　金　沢ＲＣ　河野良三
　金沢西ＲＣ　平塚邦彦
　金沢南ＲＣ　石野　茂
　みなとＲＣ　南野達也
ニコニコボックス
　畠君　　 所用で北海道です。会長になって、出張は控えるよう

にしていますが、今回は仕方なく。レジュメの挨拶は
次回に…。

　畠君、頏君
　　　　　 講師に太田社長をお迎えして。お話を楽しみにしてい

ます。８月５日（木）当クラブがお世話になります。宜
しくお願いします。

　佐賀君　 皆生トライアスロン（鳥取県米子市皆生温泉）に参加し
てきました。本日のような酷暑のもと、水泳３キロ、
自転車１４５キロ、マラソン４２キロを、１３時間２１分、
８００名中５３６位で完走できました。

合計６，０００円（累計６９，０００円）

　金澤写真院　草野輝久氏
　「写真あれこれ」
２．出　欠
　出席３０名　欠席２５名
　出席率５５．５６％　ビジター２名　　　　
３．来訪者（敬称略）
　金　沢ＲＣ　草野輝久
　金沢南ＲＣ　野畠耕之介　　
４．幹事報告
　・例会終了後、前年度最終理事会開催
ニコニコボックス
　金沢ＲＣ　草野輝久君
　　　　　本日、お話をさせて頂きます。
　畠君、頏君、中田君
　　　　　 草野金沢ＲＣ会長をお招きして。講話、楽しみにしてい

ます。
　木下君　お陰様で、元気になりました。

合計２４，０００円（累計６３，０００円）

　③ベルギー短期交換学生受け入れの件
　　８月１３日（金）～２０日（金）女性２名
　　数人の方に、ホストファミリーをお願いする
◆報告事項
　①幹事報告　
　・８月１９日（木）ガバナー補佐訪問例会
　　例会終了後、クラブ協議会開催
　・中川可能作ガバナー年度より、協力金の返金
　　プロジェクターの購入をする
　・次回理事会は、８月２６日（木）例会終了後
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金沢北ロータリークラブ会長テーマ 
「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！」 
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「地域を育み、大陸をつなぐ」 

　人と人との出合いが、思いもよらぬ出来事や偶然にお

互いが結びつく事がある。しかし、それ以降も永くお付

き合う仲となると、そう多くはない。

　もう２５年も前の出来事である。１９８５年（昭和６０）

８月１２日、羽田発大阪行き日本航空１２３便ボー

イング７４７ＳＲ機が３２分に及ぶ迷走飛行の末、午後

６時５６分頃、御巣鷹山尾根に墜落した。乗客乗員５２４

名、そのうち女性４名を除く５２０名が亡くなった。

　それから暫くして、講読していた雑誌「暮しの手帖」

にある記事が載っていた。「書かれなかった遺書」の題

N 氏との出合い

米　澤　修　一

　この度は、伝統と実績を誇る金沢北ロータリークラブ

に入会させて頂くことになりました。

　これも一重にご推薦下さいました小泉幸雄様はじめ、

会員の皆様のご理解のお陰と感謝申し上げます。

　ロータリークラブは海外にも広いネットワークを持

ち、まさにグローバルな視点で社会貢献活動を展開する

素晴らしい組織であること、また入会に当たり厳しい審

査があり、社会的信用に基づく推薦を頂かなければ参加

できないと兼ねてより伺っておりましたので、一員とな

れましたことを真に光栄に感じている次第であります。

　私は東京で生まれ、父の仕事の関係で少年期を高松、

広島などで過ごし現在も両親の住む横浜に移りました。

早稲田大学を卒業後、大正海上に入社、社名変更に伴い

三井海上、合併に伴い三井住友海上と変遷する間に東京、

大阪、奈良、岐阜、木更津、千葉、函館等、社命に従い

度重なる転勤をして参りました。入社して１０ケ所目の

勤務地として金沢に赴任しました。家族は家内と一人娘。

娘の高校、大学受験の期間に世の常にならい、函館・奈

良で５年間の単身生活を余儀なくされましたが一つの貴

重な経験となりました。

　石川県は家内の祖父母の出身地であり有難いご縁を感

じております。また金沢は歴史と伝統、日本文化の継承

の地、そして何より「加賀百万石」という名の重さを感

じる気品漂う城下町。ここで過ごさせて頂ける喜びに感

謝を深めつつ、ロータリークラブの奉仕精神に叶うよう、

小さな取組の中にも社会貢献出来る道を私なりに探って

参りたいと存じます。

　日々与えられる業務に没頭する時に忘れがちな心のゆ

とり、失いがちな人としての優しさ、思いやり…。思い

起こさせてくれる場が本会にあると確信しています。昭

和３６年生まれの私は、恥ずかしながら来年天命を知る

年を迎えます。節目の時を迎えるに当り、皆様との出会

いを生涯の宝として後年振り返ります時に金沢の地は良

かったと思える様に、努力、精進して参る所存です。そ

れはまた、経験豊かな皆様方のお力をお借りしながらの

歩みに他なりません。どうか今後もご指導ご鞭撻を賜り

ますよう宜しくお願い申し上げます。

今井　暁（いまい　あきら）

Ｓ３６.７. １８生まれ

三井住友海上火災保険（株）金沢支店長

職業分類：損害保険

私の名刺

　第1759回例会　
　７月１日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　　松魚亭

１．会長・幹事・各委員長の挨拶
２．出　欠
　出席３２名　欠席２２名
　出席率６０．３８％　ビジター４名
３．来訪者（敬称略）
　金沢東ＲＣ　小池田康成
　金沢西ＲＣ　澤田幸壮
　金沢南ＲＣ　中田成正
　みなとＲＣ　林　靖生　
４．幹事報告
　・第３６代会長・幹事表彰
　・米山奨学生、アミナ・サラワトさん来会
　・京都洛北・相模原南ＲＣより新年度にあたり祝電拝受
５．皆出席顕彰（敬称略）
　２９ヶ年　高畠菊丸
　２５ヶ年　畠　善昭
　２３ヶ年　頏　利陽
　１２ヶ年　汐井俊彦
　　２ヶ年　中川茂樹　　　　
６．お誕生日祝い（敬称略）
　　　３日　頏　利陽
　　　５日　安宅雅夫
　　１８日　今井　暁
　　２９日　本岡三千郎
７．ご結婚記念日祝い（敬称略）
　　　１日　今井　暁　　
　　　６日　佐賀　務
ニコニコボックス
　畠君、頏君
　　　　　一年間、宜しくお願い致します。
　安宅君、汐井君
　　　　　畠会長、頏幹事の素晴らしき船出を祝って。
　高畠君　畠会長はじめ、新役員の皆様ご苦労様です。
　上田君　畠、頏丸の船出を祝して。
　魚住君　畠善昭会長さん、頏利陽幹事さんの門出を祝して。
　濱井君　畠・頏丸の船出を祝して。いよいよです、ご苦労様。
　勝田君　 畠会長、頏幹事、役員の皆様ご苦労様です。お世話に

なります。

　第1760回例会　
　７月８日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　　松魚亭

１． 講　話
　金沢大学名誉教授　辻彰氏
　｢安心・安全の食とくすり ｣
２．出　欠
　出席３６名　欠席１８名
　出席率６６．６６％　ビジター３名
３．来訪者（敬称略）　
　金沢東ＲＣ　和田清聡　　　
　金沢西ＲＣ　澤田幸壮
　金沢南ＲＣ　辻　　彰
４．幹事報告
　・新会員、今井暁君紹介
　・例会終了後、７月定例理事会開催
ニコニコボックス
　辻彰君　本日、お話をさせて頂きます。
　畠君、頏君、中田君
　　　　　 辻彰氏をお迎えして、お話を楽しみにしております。

また新会員の今井さんの入会を祝して。
　今井君　新しく会員になりました。ご指導宜しくお願いします。
　小泉君　 新会員の今井暁君をお迎えして。ようこそ。皆様宜し

くお願いします。
　安宅君　 金沢市経済活動賞が、金沢市長から授与されることに

なりました。まさに盆正月です。受章式は２３日で、文
化ホールにて挙行されます。有難うございました。

合計２２，０００円（累計３９，０００円）

で次の様な内容である。この度の事故で、小生の姪の婿、

Ｋさんが犠牲になった。松下電器入社以来、真面目で良

く仕事をしたこと、結婚後間もないこと等、生前の様子

を語った後に葬儀の様子が書かれていた。

　大勢の友人、知人が参列する中、見馴れないご婦人

が居て、挨拶された中でこう述べたと言う。「実はあな

たの姪子さんのご主人は、私の娘と隣り合せに座ってい

た事が判りました。あの恐怖の３０分の間、娘はどれだ

けＫさんに力づけられ、励まして頂いたか量り知れませ

ん。亡き娘に代り、お花を供えに参りました。」「娘は亡

くなりましたが、きっと彼にお礼を言いたかったと思い

ます。」

　そのお嬢さんは後の話として、美人で心やさしい方

だったとか。日航のカウンターの女性もよく覚えていた

そうである。

　筆者は、よほどそのご婦人の心に打たれたのであろう。

感動を伝える為、雑誌に投稿したものと推察出来る。小生

もその文章を読んで、涙して読まずにはいられなかった。

　ところで、筆者Ｎ氏の名前に見覚えがあった。毎月、

手前どものお茶を発送しているお客様と、同姓同名だっ

たのである。早速御悔みと共に、心暖まる内容に心打た

れたことを手紙に記した。

　後程、当のご本人であったことが返信で判った。

　以来このＮご夫妻とは、これが縁で家族ぐるみのおつ

き合いが始まった。娘の大学の保証人にもなって貰った

り何かと人生のアドバイスを頂いて居る。今、人との出

合いと、縁の深さをしみじみ感じている。

　中村（實）君
　　　　　 安宅さん、汐井さん、一年間ご苦労様でした。畠会長、

頏幹事の船出を祝します。
　油井君　畠会長、頏幹事。羅針盤のほど、お願い致します。

合計１７，０００円

　第1761回例会　
　７月１５日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　松魚亭

１． 講　話


