６．お誕生日祝い（敬称略）
１日 濱井弘利
８日 中村實博
１５日 大村精二
２２日 佐賀 務
７．ご結婚記念日祝い（敬称略）
１５日 森
大
ニコニコボックス
崎山ガバナー、山本地区副幹事、若松ガバナー補佐
ガバナー公式訪問に寄せて
畠君、頏君
崎山ガバナーの公式訪問を受けて感謝します。また、
山本地区副幹事、若松ガバナー補佐をお迎えして。
木下君 ３４カ年皆出席顕彰を受けて。
濱井君 誕生祝いに、親睦委員から畠会長の心の温まるメッセー
ジを添えて、美しいお花をいただきました。誠にあり
がとうございます。
合計２０，
０００円（累計１１５，
０００円）

第 1770 回例会

９月３０日（木）晴れ 12：30 〜 13：30

１．講 話
（株）落雁諸江屋 諸江吉太郎氏
「根本・百萬石の菓子」
２．出 欠
出席３７名 欠席１９名
出席率６７．
２７％ ビジター４名
３．来訪者（敬称略）
金沢東ＲＣ 笠間史盛
金沢南ＲＣ 石野 茂 矢崎繁夫
みなとＲＣ 高木一成
ニコニコボックス
畠君、頏君、中田君、勝田君
講師に諸江吉太郎氏をお迎えして。お話を楽しみにし
ています。
二塚君 再入会させて頂きます。
合計８，
０００円（累計１３９，
０００円）
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第
回例会 ガバナー公式訪問
９月９日（木）晴れ 12：30 〜 13：30
松魚亭

理

告

平成２２年９月４日（土）能登ゴルフクラブにて

O
I
G
優 勝 高畠 菊丸 ４９ ４６ ９５
準優勝 中村 實博 ４６ ４１ ８７
第３位 山上 啓介 ４６ ４５ ９１
第４位 川面 正雄 ４５ ４３ ８８
第５位 佃
一成 ４４ ４４ ８８
第10位 横井 清治 ５４ ６０ １１４
Ｂ Ｂ 安宅 雅夫
ベスグロ
山上公介

松魚亭

２日（木） ガバナー公式訪問
９日（木） ９月定例理事会

H
２４
１５
１８
１５
１３
３０

N
７１
７２
７３
７３
７５
８４

松魚亭にて
松魚亭にて

講 話 予 定
１０月１４日（木）
米山奨学生 アミナ・サラワト氏
１０月２１日（木）
金沢市こども会連合会会長 香村幸作氏
「金沢における旧町名復活」
１０月２８日（木）
休会（地区大会に振替）

Ｓ Ａ Ａ：中川

会長エレクト：木下

和吉

会

計：汐井

俊彦

副 会 長：玉田

善明

クラブ広報委員長：米澤

修一

幹

利陽

会 員 数：５６名

芳明

クラブ設立：昭和４８年１０月３日

事：頏

大場松魚 筆

第 109 回ゴルフコンペ成績

善昭

副 幹 事：中村

報

題字・画

◆審議事項
①正会員候補者の件 二塚長生氏
◆その他
・直前会長を理事とみなす
・東京小石川・相模原南ＲＣ訪問中間報告

１．講 話
会員 佐賀務君「ガンと老化について」
２．出 欠
出席３０名 欠席２５名
出席率５５．
５６％ ビジター１名
３．来訪者（敬称略）
香林坊ＲＣ 金 沂秀
ニコニコボックス
畠君、頏君、中田君
佐賀先生、本日の講話、宜しくお願い致します。
大村君 ７０代最後の誕生日に、素敵なお花を頂きました。健康
に感謝します。
合計６，
０００円（累計１３１，
０００円）

長：畠

会

第 860 号

９月クラブ日誌

９月１６日（木）雨 12：30 〜 13：30

会

事

2010 年10月 7
（木）

平成２２年９月９日（木）出席者１３名

１．講 話
グループＣＥＯ（株）アクティ 代表取締役 喜多甚一氏
「夢をかなえるのが僕の仕事」
２．出 欠
出席３０名 欠席２５名
出席率５５．
５６％ ビジター１名
３．来訪者（敬称略）
金沢西ＲＣ 平塚邦彦
４．幹事報告
・例会終了後、理事会開催
ニコニコボックス
畠君、頏君、中田君
喜多社長にお会いできて光栄です。講話、楽しみにし
ています。
松本君 金沢北ＲＣゴルフ同好会で、９月４日〜５日、能登一泊
旅行をしてきました。山上啓介・公介親子には、たい
そうお世話になり、楽しく過ごさせていただきました。
高畠君 今期・北ＲＣ最初のゴルフで優勝しました。
安宅君 畠会長、頏幹事はじめ、多くの仲間の温かい友情をもち、
無事、受賞祝賀会を開催することができました。誠に
有り難く、心からお礼申し上げます。
合計１０，
０００円（累計１２５，
０００円）

第 1769 回例会

松魚亭

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」

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！」

ゴルフ同好会「能登路」ツアー

北京・天津旅行雑感
的

３月３１日午前９時４０分発のＪＡＬ便で、中部国際空
港から天津国際空港に向けて出発。
天津の町はどんよりと曇った曇り空で、車や道路、住
宅の屋根には黄砂が残っており、車が通るたびにその黄
砂が舞い上がり、口の中が黄砂でじゃりじゃりする錯覚

場

晴

山 上 公 介

次

●９月４日（土）能登ゴルフクラブ 参加者１２名

●９月５日（日）ザ・カントリークラブ能登

光化されすぎていて幻滅。中国人の商魂の逞しさにただ

優勝 高畠菊丸 Ｎ７１

参加者１０名

ただ感心するばかり。

２位 中村實博 Ｎ７２

優勝 川面正雄 Ｎ６９

ＮＰ 高畠菊丸 他

２位 中村實博 Ｎ７０

ＤＣ 小泉幸雄 他

ＤＣ 内堀 茂 他

北京の古い町並みの胡同を三輪自転車で廻ったが、観

４月４日は朝８時３０分にホテルを出発、天津国際空
港から中部国際空港に無事到着。
今回の旅行を通して思ったことは、中国４千年の歴史

スタート前のパッティンググリーン上は、遠征初日の

の中で万里の長城を築いたことは、国を守るためと理解

高揚感も手伝って、参加者は全員笑顔、和気あいあいの

北京オリンピックの開会式場の鳥の巣と万里の長城を見

できるが、天安門広場、紫禁城、明の皇帝十三陵等はい

雰囲気です。が、それもつかの間、出だし１番の「谷越

コース。昨日にも増して日差しが照りつけほぼ無風で、

学。中国内外の観光客でごった返す中を、冷たい強風に

ずれも権力者が築き上げた権力者のための遺物。今は、

え」で失敗者が続出し、３０℃を越す暑さの中でしたが、

決して易しくないコンディションの下、優勝をさらった

煽られながら万里の長城を歩く。

世界遺産ともなっているが、そのために駆り出された国

冷涼感たっぷり（！？）のスタートとなりました。

のは実力者の川面さんでした。また並居る飛ばし屋を押

をうけた。
４月１日、北京は晴天だったが冷たい風が吹く中を、

紀元前に作られたこの長城で、異国の敵と戦った戦士
のことを思うと感無量の気分。夜は項羽とその妻虞美人
との悲劇の京劇を鑑賞。

民のことを考えると複雑な心境となった。
また、現地ガイドの説明の中で欧米諸国から侵略を受
けて歴史的遺産を持ち出されたことで、欧米諸国を泥棒

初日の栄冠は高畠さんの手に、さらにＮＰ賞も獲得。

と罵っていたことにも違和感を持った。

という表現がぴったりする、広大なリゾート

えＤＣ賞を獲得したのは、伏兵（失礼）の内堀さん。ベテ
ラン技有りの受賞に拍手です。さて昨日に続いて惜しく

ショットで、優勝に花を添えました。

も２位の中村さんは、プレー終了後早々に勝利を確信し、

4

またＤＣ賞の小泉さんは「トリ撃ち」に忙しくスコア

風呂場で

晴れ

のスピーチを練っていたらしく、いさ

に恵まれませんでしたが、立派な体躯から放たれる剛打

さか落胆のご様子でしたが、２日間トータルでは実質的

することは無かったが、欧米からの観光客には逆に日本

は目を瞠るものがありました。

に優勝という栄誉にご納得していただきましょう（！？）

人を汚く罵っていることが容易に想像でき、そのことで

●総持寺参詣・特養視察 参加者１１名

見学。天気は晴れだが冷たい風が吹き抜ける中を、ひた

さすがに、日本人観光客を前に日本の中国侵略を批判

すら歩いて見学。紫禁城の中で、抜けるような青空を眺
めながら、秋の月見を想像して権力者の栄耀栄華を思う。
４月３日も天気は晴れ、今日は風もなく春の陽気の中

森閑

あわやホールイン１かというピンそば２０cm のスーパー
4

４月２日は天安門広場と紫禁城・明の皇帝の十三陵を

ＢＧ 中村實博 ８２

も複雑な心境を受けた。

最後になりましたが、２日間幹事として行き届いた会

プレー終了後、元会員で総持寺門徒総代の山上啓介さ

の進行と手配をしていただいた松本範夫さんに、誌上を

を北京動物園でパンダを見学。中国は今日から清明節で

それにしても、中国への旅行は３回目だが来るたびに

んの案内で、震災復興工事中の総持寺祖院に入場、山上さ

借りて感謝申し上げ、私の拙い報告の締めとさせていた

３連休の初日のせいか、パンダの屋外、屋内の飼育場は

成長を感じる中国経済の行く末を思うと、資源枯渇、環

んが祖院に寄付したという茶室も拝見させていただきま

だきます。

黒山の人だかり。

境悪化が容易に想像でき暗澹たる気持ちがする。経済成

した。その後、同氏が理事長を務める特別養護老人ホーム

長と環境保全、この二律背反の難問を中国はどう解決し

「ゆきわりそう」に移動、ホーム内のデイサービス施設の大

日本の高度成長時代の熱気を感じさせる中国人のエネ
ルギーに圧倒される中で、パンダとご対面。あの愛嬌の
ある顔と仕草に旅の疲れも癒されて満足。

ていくのか、注目したい。

浴場などを見学、
一服時の話題は各自の身内の介護に及び、
皆さんの関心の高さから思いのほか、盛り上がりました。
夕方、宿泊場所のビューサンセット（市営ホテル、温
泉付）に入り、早速、成績発表を兼ねたパーティの始ま
りです。地元の刺身、海草のみそ汁が美味だとグルメ会
員の皆様にもおおむね好評だったようです。

第 1767 回例会

ガバナー公式訪問
９月２日（木）晴れ 12：30 〜 13：30
松魚亭
１．講 話
第２６１０地区ガバナー 崎山武夫君
「ＲＩテーマについて」
２．出 欠
出席３２名 欠席２３名

出席率５９．
２６％ ビジター４名
３．来訪者（敬称略）
氷 見ＲＣ 崎山武夫 山本貴史
金沢東ＲＣ 諸江賢二
みなとＲＣ 若松明夫
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）
３８ヶ年 大村精二
３４ヶ年 木下和吉

