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講 話 予 定

１２月９日（木）
地区青少年交換委員会副委員長　北川雅一朗氏

「可愛い子には旅をさせろ」

１２月１６日（木）
年忘れ会

１月６日（木）
会長年頭のご挨拶

  理　事　会　報　告
  　　　　　  平成２２年１１月１１日（木）出席者１４名

◆審議事項
　①東京友好クラブ訪問決算報告
　②第２７回少年柔道錬成大会決算報告
　③年忘れの件
　　１２月１６日（木）１８時３０分より　松魚亭にて
　　恒例の会員作品展も開催
　　仮装カラオケ大会、全員によるプレゼント交換　
　④奄美大島災害義援金の件
　⑤その他　　　　　　　　　
◆その他
　・吉井君（米山奨学生カウンセラー）より報告
　　アミナ・サラワトさん、研修（学会）のため約１カ月渡米

　　４日（水・祝）第２７回少年柔道錬成大会　　　　石川県立武道館にて
　　５日（木）　　　日本伝統工芸展鑑賞　　　　　　　石川県立美術館にて
　１１日（木）　　　１１月定例理事会　　　　　　　　松魚亭にて

 １１月クラブ日誌

　第1775回例会　　
　１１月１１日（木）雨　12：30 ～ 13：30　　　松魚亭

１．講　話
　小熊斗志也氏「めのうで作る」
２．出　欠
　出席３７名　欠席１９名
　出席率６７．２７％　ビジター３名　　　
３．来訪者（敬称略）　
　金　沢ＲＣ　河野良三　中村暢敬
　金沢西ＲＣ　高木利定
４．幹事報告
　・例会了後、理事会開催
ニコニコボックス
　畠君、頏君、中田君
　　　　　 小熊斗志也氏を講師にお迎えして。お話を楽しみにしてい

ます。
　的場君　 誕生日に、きれいなお花を有難うございます。人生６３歳、

長くも短くも感じます。
　屶網君　今朝、第二子が生まれました。今度は男の子です。

合計１１，０００円（累計１９９，０００円）

　第1776回例会　　
　１１月１８日（木）曇り　12：30 ～ 13：30　　松魚亭

１． 講　話
　医学博士　岡部三郎氏
　「落語が教えてくれること」
２．出　欠
　出席３２名　欠席２４名
　出席率５８．１８％　ビジター２名　　　　
３．来訪者（敬称略）
　金沢西ＲＣ　小林　洋
　金沢南ＲＣ　中田成正
４．幹事報告
　・奄美大島豪雨災害義援金箱を回しますので、宜しくお願いします。
ニコニコボックス
　岡部三郎氏　本日は、講話をさせて頂きます。
　畠君、頏君、中田君
　　　　　 岡部三郎さんを講師にお迎えして。お話を楽しみにしてい

ます。
合計２４，０００円（累計２２３，０００円）

　第1777回例会　　
　１１月２５日（木）曇り　12：30 ～ 13：30　　松魚亭

１． 講　話
　写真家　木村芳文氏
　「白山を撮る」

第 111 回ゴルフコンペ成績　　　　
　　　平成２２年１１月２０日（土）能登カントリークラブ

                              O　    I　     G　    H　   N
優　勝　松本　範夫　４５　４５　９０　１５　７５
第２位　山上　公介　４４　４１　８５　　７　７８
第３位　大村　精二　５６　４８  １０４　２５　７９
第４位　川面　正雄　４６　４４　９０　１１　７９
第５位　中村　實博　４６　４５　９１　１０　８１
第10位　佃　　一成　５２　５０  １０２　１３　８９
Ｂ　Ｂ　高畠　菊丸 

２．出　欠
　出席３２名　欠席２４名
　出席率５８．１８％　ビジター４名
３．来訪者（敬称略）
　金沢東ＲＣ　諸江賢二　竹内　靖
　金沢西ＲＣ    田中　薫
　香林坊ＲＣ　木下弘治
ニコニコボックス
　畠君、頏君、中田君
　　　　　 講師に木村芳文氏をお迎えして。霊峰白山にまつわる話を

楽しみにしています。
　松本君　 先日のゴルフ同好会では、図らずも優勝をさせて頂きまし

た。当日は、天気とメンバーにも恵まれ、当然の結果です。
　上田君　 お陰さまで人生８２年、多忙だったから、短く感じておりま

す。奇麗なバースディフラワー、有難うございました。
　小泉君　 娘が結婚致しました。クラブからお祝いや電報を頂き、有

難うございました。家内と二人の新婚生活です。清らかな
日々を過ごしています。

　　合計１１，０００円（累計２３４，０００円）

５．お誕生日祝い（敬称略）
　　７日　魚住安彦　的場晴次
　２１日　上田忠信　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
６．ご結婚記念日祝い（敬称略）
　　３日　高畠菊丸　濱井弘利　勝田浩之
　１１日　屶網大介
　１２日　汐井俊彦
　２３日　合田昌英　頏　利陽
ニコニコボックス
　畠君、頏君
　　　　　 早いもので、三分の一の年月が経過しました。あと三分の

二です。
　大村君　 先日の東京小石川ＲＣ訪問は、大変有意義でした。懇親会で

たまたまお隣に座られた方は、太田胃散の会長（御年９１歳）
とてもお元気なチャーターメンバーでした。

　高畠君　結婚記念月です。
合計５，０００円（累計１８８，０００円）
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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」 

　第２７回少年柔道錬成大会は、１１月３日（水・祝）｢文

化の日 ｣に石川県立武道館にて開催されました。さすがに

「晴れの特異日」で、前日の大雨もすっかり姿を消し、紅葉

に染まりつつある木々が日差しをうけ、色鮮やかに映る好

天に恵まれました。

　道場では、すでに８時前から気合の入った練習風景がス

タートしていました。９時の開会に合わせて、７時半集合

にて選手・先生方・係員・父兄の大勢の方々が準備や指導

にあたっており、熱気に包まれた会場に足を踏み入れた私

は、一瞬、体の緊張を覚えました。

　今年は９つの柔道教室の４～５歳児から６年生まで、

１６８名の参加となっております。その内で女子は３７名で２

割強の割合ですが、女子の存在感はすごく大きく感じます。

　「少年柔道」ではなく「少年・少女柔道錬成大会」と名前

を変えるべきではと玉田副会長に尋ねたところ『少年』の

中に男女は含まれていると一喝され、それ以後無駄口をや

める事にしました。（苦笑）

　開会宣言を私が、玉田副会長にはご挨拶をして頂き、選

手宣誓を受けていよいよ試合開始。スタートの試合では緊

張した会場の雰囲気も、父兄の応援、各教室の先生方から

の強烈（熱心）な指導が飛び交い、一気に盛り上がりました。

　子供達が精一杯の力を出しつくす姿や、礼に始まり礼に

終わり、勝っても負けても見ている一人一人に大きな感動

を与える試合は、日頃私たちが忘れてしまっている何かを

呼び醒ます力を感じたのは、私だけではないのではないで

しょうか。勝って喜ぶ姿よりも、負けた悔し涙が胸に沁み

込みました。あっと言う間に各クラスの決勝戦を向かえ、

一段と大きな声援の下、力の入った見事な試合でした。

　１１時には全試合が終わり表彰式です。やっと出番が来

ました。一位は玉田副会長が、二位は中田会員が、三位は

私と内堀会員が、表彰状とメダルを一人一人に掛けて健闘

を称えることが出来ました。恥ずかしそうな、誇らしげな

子供たちの顔が目に焼きついています。

　当金沢北ロータリークラブの青少年奉仕活動のメイン事

業であり、且つ我がクラブの唯一とも言える継続的な奉仕

活動であるこの事業も、３０回目の記念に向けた準備をす

べき時期が近づいてまいりました。皆様のお力を頂き、意

義のある大会を迎えたいものです。

　最後にお世話になりました北信越柔整専門学校の先生・

生徒、各柔道教室の先生、会員の皆様方に熱く感謝申し上

げます。

【出席者】玉田善明、内堀　茂、油井敏男、横井清治、

 　　  　　中田龍一、松本範夫、米澤修一、小泉幸雄、

　　　  　中村實博、広沢事務局　　　  　以上１０名

第 27 回金沢北 RC 少年柔道錬成大会

青少年奉仕担当　中　村　實　博

　少し肌寒い秋を迎えて、国際ロータリー第２６１０地区

２０１０～２０１１地区大会が、１０月３０日（土）から１０月３１

日（日）の二日間、ホストを新湊ロータリークラブの主催で、

「あいの風　のせてひろげよ　奉仕の心」を今回の地区大会

のテーマとして、新湊中央文化会館で開催されました。

　１０月３０日の第１日目は、１２時３０分より受付で１３時

から１５時迄、指導者セミナーが行われました。まず１３

時から約１時間は「ロータリー財団　未来の夢計画」とい

う演題で北清治氏の基調講演があり、引き続いて１４時か

ら約１時間「社会奉仕・職業奉仕・クラブ奉仕・米山記念

推奨学会」について、それぞれ説明があり、１５時に指導

者セミナーが閉会し、１５時３０分より崎山ガバナーの点鐘

により本会議が開催されました。崎山ガバナーのご挨拶に

引き続き、ＲＩ会長代理の多田氏のご挨拶があり、その後、

議案もスムーズに進行され、１日目は終了しました。１日

目の感想としては、指導者セミナーを本会議と勘違いされ

た方もおられたようです。

　２日目は１２時より受付、１３時からオープニングアトラ

クションとして和田朝子舞踏研究所のバレエが披露され、

小さな可愛いバレリーナのバレエを楽しみ、１２時２０分か

ら崎山ガバナーの点鐘により本会議が開催されました。

　昨日に引き続き会議もスムーズに進行され、１４時４５

分より中条高徳氏（陸軍士官学校出身、アサヒビール（株）

名誉顧問）の「歴史を忘れた民族は滅びる」という演題で

記念講演が行われました。この方の講演はぜひ聴きたいと

思っておりましたので、楽

しみにしておりましたら講

演に先立って「昨日、中条

氏が靖国神社参拝中に倒れ

られて、医者より今日の講

演は無理であるといわれて

おります」という場内アナ

ウンスがあり、ガッカリし

ておりましたら、引き続き

アナウンスがあり、「中条

氏は今日の講演はぜひ出演

したいという申し出があり、

講演はされますが、そういう事情ですので椅子に座って講

演をされますので、ご了承お願いいたします。」というアナ

ウンスでした。しかし、中条氏は元気に出てこられて、２

～３分で「座っていては、話に熱が入らない。」ということ

で、立って約１時間３０分講演をされました。今回、無理

しても講演にこられたのは、いま日本は大事なときである

ので、そのことを伝えたいという熱意でした。その講演の

中で、“夢を持たない民族”“倫理感のない民族”“歴史を忘

れた民族”は滅びる。その三つ共持っているのは、今の日

本民族である。その日本民族を立ち直させるには“教育と

躾”しかないと話をされておりました。この講演の感想と

しては、我々日本国民は国家意識が非常に希薄になってい

るという感じがしました。

　その後１６時２０分より本会議後半に入り、いろいろな

表彰があり、金沢北ロータリーからは特別表彰として在籍

３０年且つ出席率１００％のロータリアンとして、小間井宏

尚会員、長谷川塑人会員、本岡三千郎会員の３名の方々が

表彰され、感謝状が前年度ガバナー補佐高畠菊丸会員にお

くられました。４名の方々、おめでとう御座います。

　本会議は１７時に点鐘によって閉会となり、その後、場

所を新湊アイシン軽金属スポーツセンターに移し、“大会の

夕べ”がとり行われ、無事地区大会も終了しました。

　今回の地区大会にご尽力頂いた関係各位の方々、誠に有

難う御座いました。

地区大会に参加して

幹　事　頏　　　利　陽

　第1774回例会　　
　１１月４日（木）晴れ　12：30 ～ 13：00　　　松魚亭

１．日本伝統工芸展鑑賞
２．出　欠

　出席３０名　欠席２６名　
　出席率５４．５５％　ビジター２名
３．来訪者（敬称略）
　金沢東ＲＣ　山本晴一
　みなとＲＣ　松川篤裕
４．幹事報告
　・会食後、松魚亭のバスにて石川県立美術館へ移動


