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講 話 予 定

４月７日（木）
お花見例会

１８：３０～　金茶寮にて
４月１４日（木）

日本銀行金沢支店長　味岡桂三氏
４月２１日（木）
職場見学例会
４月２８日（木）

休会
５月５日（木）

休会

　１０日（木）３月定例理事会　　　　　 　松魚亭にて
　２４日（木）茶の湯けいこ場見学　　 　　中村記念美術館「耕雲庵」

 ３月クラブ日誌

  理　事　会　報　告
  　　　　　  平成２３年３月１０日（木）出席者１１名

◆審議事項
①新会員の件
　サントリー北陸支店長　千原浩一氏
②お花見夜間例会の件
　４月７日（木）午後６時３０分　金茶寮にて
　会費　会員：１万円　ご夫人：８，０００円
③茶の湯稽古場見学のご案内
　３月２４日（木）会食終了後、中村記念美術館・茶室「耕雲庵」
④京都洛北ＲＣ合同夜間例会の件
　５月１９日（木）～２０日（金）　会費：約４万円

　第1789回例会　
　３月１７日（木）雪　12：30 ～ 13：30　　　   松魚亭

１．講　話
　石川県児童文化協会　理事長　水野　宰氏
　「生涯を銅鑼に生き、銅鑼にかけた名工̶人間国宝　魚住為楽」
２．出　欠
　出席２７名　欠席２７名
　出席率５０．９４％　ビジター１名　　　　
３．来訪者（敬称略）
　金沢香林坊ＲＣ　村上啓太
ニコニコボックス
　畠君、頏君、木下君
　　　　　 水野宰さんを講師にお迎えして。お話を楽しみにして

います。
　魚住君　 水野先生を講師にお迎えして。祖父、為楽のお話をし

て頂く事を感謝いたします。
　大場君　明日、結婚記念日です。

合計７，０００円（累計５７９，０００円）

　第1790回例会　
　３月２４日（木）くもり　12：30 ～ 13：00　　松魚亭

１． 茶の湯けいこ場見学
　中村記念美術館　「耕雲庵」
２．出　欠
　出席３０名　欠席２４名
　出席率５６．６０％　ビジター３名
３．来訪者（敬称略）
　金　沢ＲＣ　平沢宜正　　
　金沢西ＲＣ    小林　洋
　香林坊ＲＣ　木下弘治
４．幹事報告
　・石川県美術文化協会へ賞典費を贈呈
　・ 例会前に開催した臨時理事会において、今回の東日本大震
災に対し会員一人当たり１万円と、ニコボックス積立金より
１００万円を義援金とすることを決定

ニコニコボックス
　畠君、頏君
　　　　　 本日は、中村記念美術館とお茶室「耕雲庵」を訪問さ

せて頂きます。職業奉仕担当の方々、有難うございます。
合計２，０００円（累計５８１，０００円）

4・5・6月の例会変更のご案内

……………………金沢ＲＣ……………………
４月６日（水）休　会

４月１３日（水）１８：００～　ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢
｢夜間例会及び懇談会（観桜会）｣

５月２５日（水）１８：００～　金沢ニューグランドホテル
「チャリティ・オークション」

６月８日（水） 休　会
……………………金沢東ＲＣ……………………

４月１１日（月）１８：３０～　金沢スカイホテルにて「春の特別例会」
５月２日（月）休　会

……………………金沢西ＲＣ……………………
４月８日（金）１８：００～　和田屋「観桜例会」

５月６日（金）休　会
５月２７日（金）６：３０～　大乗寺「早朝例会」

６月２４日（金）１８：００～　金沢都ホテル「最終夜間例会」
……………………金沢南ＲＣ……………………

６月２８日（火）休　会
……………………金沢北ＲＣ……………………

４月７日（木）１８：３０～　金茶寮「お花見夜間例会」
４月２８日（木）休　会
６月１６日（木）休　会

６月３０日（木）１８：３０～　松魚亭「最終夜間例会」
……………………香林坊ＲＣ……………………

４月１１日（月）１８：３０～　「スーパーマンデー例会」
５月２日（月）休　会
５月９日（月）休　会

６月２０日（月）１８：３０～「やれやれ会」
……………………みなとＲＣ……………………

４月５日（火）１８：００～　ゆわく温泉かなや「観桜夜間例会」
５月３１日（火）休　会

……………………百万石ＲＣ……………………
４月７日（木）１９：００～　主計町「土家」「おむすび花見例会」

５月２６日（木）休　会

　　　　　 講師に、丹羽俊夫先生をお迎えして。お話を楽しみに
しています。

　横井君　誕生日に、きれいなお花を有難うございました。
　馬場君　誕生月です、有難うございます。
　水巻君　結婚記念月です。

合計１１，０００円（合計５７２，０００円）

⑤現代美術展賞典費の件
　例年通り、５万円の寄付を行う
◆その他
①ニュージーランド義損金
　募金箱で２８,０００円、義損金基金より２４,０００円拠出して
　合計５４,０００円（一人当たり１,０００円×５４名分）を送金する。
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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！」 

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 
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「地域を育み、大陸をつなぐ」 

　第二次世界大戦後の内閣総理大臣としては、佐藤栄作、

吉田茂に次ぐ第三位の在任期間１９８０日を誇る小泉純一郎

が、第一次内閣を組閣した後の国会での所信表明演説で引

用されて有名になった「米百俵」という言葉は、２００１年

の流行語になった。

　恥ずかしながら、私はその言葉を聞いたのは初めてだっ

た。最近はインターネットの普及により、調べたい言葉を

入力するだけで、瞬時に無数の関連する情報が手に入る。

私は「米百俵」と入力してみた。長岡藩士「小林虎三郎」

なる人物が残した言葉だと初めて知ったのである。

米百俵の精神
　中　川　茂　樹

　第1787回例会　
　３月３日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　　松魚亭

１． 講　話
　加賀八家　横山十六代当主　横山隆昭氏
　「前田家の職制について」
２．出　欠
　出席２８名　欠席２６名
　出席率５１．８５％　ビジター４名　　
３．幹事報告
　・例会終了後、次年度クラブ協議会開催
　・神田秀樹君（前サントリー北陸支店長）退会のご挨拶と
　　後任の千原浩一氏のご紹介
４．皆出席顕彰（敬称略）
　８カ年　吉井　清
５．お誕生日祝い（敬称略）
　　１日　馬場　貢　　１１日　勝田浩之
　　２日　中村芳明　　２４日　平本健治
　　４日　横井清治　　２５日　畠　善昭
　　５日　瀧川眞人　　２９日　汐井俊彦
　　８日　中田龍一　　３０日　深山　彬
７．ご結婚記念日祝い（敬称略）
　　６日　小間井宏尚　２７日　磯野進吾
　　　　　松田忠秋　　２８日　馬場　貢
　　７日　上田忠信　　２９日　佃　一成
　１１日　大澤久廣　　３０日　畠　善昭
　２１日　水巻啓光　　３１日　卯野正博
　２２日　玉田善明
ニコニコボックス
　横山隆昭氏
　　　　　 本日は講話をさせて頂きます。宜しくお願い申し上げ

ます。
　金沢南ＲＣ　松本君、見神君
　　　　　二人でメーキャップに来ました。楽しませて頂きます。
　畠君、頏君、中田君
　　　　　 本日講師に、横山様をお迎えして。楽しみにしています。

また、新会員に大場修君をお迎えして。

　長い歴史のあ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、大変光栄に存じます。ご推薦頂いた安宅様、

頏様をはじめ皆様のお陰と感謝致しております。

　ロータリークラブという団体があることは以前より知っ

ていたのですが、正直なところほとんど関心が無く、お金

持ちの親睦団体ぐらいの認識しかありませんでした。昨年

秋に入会を勧められ、私なりにロータリーの情報を集めて

みることにしました。まずはネットで検索、手軽なところ

でウィキペディア。国際的な社会奉仕連合団体とあります。

ここで腰が引けたのですが、我慢してもう少し。ロータリー

ジャパン、金沢北ロータリークラブとページを進めてゆく

と、何となく少し砕けてきたかなという印象。その他多く

のページを覗いてみたのですが、好意的なもの、批判的な

もの様々で、結局中に入ってみなければわからないという

結論です。

　私の５１年間の人生で、社会奉仕と言えるようなことが

あったかと振り返ると、阪神・淡路大震災当時西宮市に居

住しており、ほんの少し復興のお手伝いをしたことぐらい

しか思い浮かびません。それだけに私などがロータリーク

ラブに入会すれば皆様のご迷惑になりはしないかとも思っ

たのですが、逆にこれまで何もしてこなかっただけに、今

後少しは奉仕という気持ちも必要かなと考え直し、入会を

お願いすることにしました。これまで多大な実績を残され

ている先輩諸氏の目から見れば、出来の悪い若輩者ではあ

りますが、私なりに出来ることを、無理せず、長く続けら

れるよう努力して参りますのでよろしくお願い致します。

　金沢で生まれ育ち、それなりに大学を出て、いくつかの

職業を経験し、挫折も味わいました。現在は不動産鑑定業

を生業としております。多くの方にはあまり馴染みのない

仕事ですが、平たく言えば、土地や建物の価格を評価し、

それを報告書に纏めるといった内容です。この職業に就い

てやがて２４年になりますが、未だに不動産の価格に悩ま

され、また、知らないことが多すぎると反省しきりの毎日

です。釣った魚で酒を飲むことで、全て忘れられます。一

昨年ゴルフを始めましたが、何分五十の手習いで、回りの

方にご迷惑をおかけしております。

　今後皆様とご一緒できる時間を楽しみにしております。

こんな私ですがご指導・ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

大場　修（おおば　おさむ）

Ｓ３４.１２. １２生まれ

（有）大場不動産鑑定　代表取締役

職業分類：不動産鑑定業

私の名刺

　大場君　新会員の大場です。宜しくお願いします。
　頏君、安宅君
　　　　　大場さんの入会を祝して。
　長谷川君
　　　　　 大場さんの入会、心から嬉しく思います。今週の６日

（日）まで、松任のギャラリー「ノア」で個展しています。
お忙しいでしょうが、どうぞ宜しくお願いします。

　吉井君　８年間のご交誼と恵まれた健康に感謝して。
　上田君　 去年はダイアモンド婚式（６０年）。今年は何と言えば良

いのでしょうか。妻に感謝して。
　中村（芳）君
　　　　　誕生日に素敵なお花を有難うございます。
　瀧川君　 誕生日祝いとして、素敵なお花と会長の素晴らしいメッ

セージが送られるとの事…楽しみにしています。　
　山上君　 誕生祝いの素敵なお花、有難うございました。かの赤

川次郎氏と同じ日（２月２９日）と知り、光栄です。
合計２３，０００円（累計５６１，０００円）

　ことの成り行きはこうだ。

　北越戊辰戦争に敗れて焦土となった長岡藩は、７万４千

石から２万４千石に減封され、藩士は飢餓状態に陥ってい

た。窮乏を極めた藩士の生活を見かねて、長岡藩の支藩で

ある三根山藩が、見舞いとして百俵の米を送ってきた。 藩

士たちは、その米を分配してもらえるものと期待するが、

藩政を担う大参事という役職にあった虎三郎は、米を売っ

て、その資金を学校の設立に当て、将来の長岡や日本を背

負って立つ人材を育成しようとする。これに対して藩士た

ちは大反対するのだが、虎三郎は、「疲弊した藩を復興させ

るには、人づくりこそが一番大切である。この米を一日か

二日で食いつぶして、あとに何が残るのだ。国が興るのも

滅びるのも、まちが栄えるのも衰えるのも、ことごとく人

にある。この百俵の米をもとにして、学校を建てたいのだ。

この百俵は、今でこそただの百俵だが、後年には一万俵に

なるか、百万俵になるか、はかりしれないものがある。い

や、米俵などでは、見つもれない尊いものになるのだ。そ

の日暮らしでは、長岡は立ちあがれないぞ。あたらしい日

本は産まれないぞ 。」と唱え、その米百俵の売却益を元手に、

学校に必要な書籍、器具の購入にあて、明治３年６月１５

日に国漢学校の新校舎が開校した。その学校は藩士の子弟

だけでなく、農民や町民の子供も入学許可され、門戸を拡

大された、ということだった。

　２００９年に、政権交代を果たした民主党は、昨年９２兆

円という過去最大の予算を組んだ。

　４４兆円もの国債を発行してである。高校の授業料無償

化もよいが、教育の質を高めることが急務なのではなかろ

うか。我々の税金を小林虎三郎のように将来のために有効

に使ってほしいものである。

　第1788回例会　
　３月１０日（木）雪　12：30 ～ 13：30　　　   松魚亭

１．講　話
　金城大学短期大学部　日本画主任教授　丹羽俊夫氏
　「日本人の心を取り戻そう」
２．出　欠
　出席３４名　欠席２０名　
　出席率６４．１５％　ビジター４名　　　
３．来訪者（敬称略）　
　香林坊ＲＣ　木下弘治
　みなとＲＣ　中川乃布彦　勘田正人
　百万石ＲＣ　川きみよ
４．幹事報告
　・例会了後、理事会を開催
　・ニュージーランド地震義援金基金の募金箱を回します
 ニコニコボックス
　畠君、頏君、木下君、中田君、魚住君


