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講 話 予 定

５月１９日（木）
京都洛北ＲＣ合同夜間例会
昼は松魚亭にて受付のみ

５月２６日（木）
ＮＨＫ金沢放送局長　牧野力氏
「放送されないテレビの話」

６月２日（木）
能登印刷（株）社長　能登隆市氏

「古都昔日／写真で見る明治・大正・昭和の金沢」
６月９日（木）
会員　今井暁君
６月１６日（木）

休会
６月２３日（木）
会員　千原浩一君
６月３０日（木）
最終夜間例会

　　７日（木）お花見夜間例会 　　金茶寮にて
　１４日（木）新会員研修会（千原浩一君）　松魚亭にて
　　　　　　 ４月定例理事会 　　松魚亭にて
　２１日（木）職場訪問例会　　　　　　　（株）玉田工業にて

 ４月クラブ日誌

  理　事　会　報　告
  　　　　　  平成２３年４月１４日（木）出席者 8 名

◆審議事項
　①職場訪問（茶の湯けいこ場見学）決算報告
　②お花見例会決算報告
　③例会変更（４／２１・５／１９）の件
　④京都友好訪問の件
　⑤その他
◆報告事項
　・東日本大震災義援金の件

　第1794回例会　職場訪問例会
　４月２１日（木）晴れ　12：30 ～ 13：00　玉田工業（株）

１．出　欠
　出席３０名　欠席２４名
　出席率５６．６０％
ニコニコボックス
　畠君、頏君
　　　　　 玉田さん、本日お世話になります。

合計２，０００円（累計６４３，０００円）

第 112 回ゴルフコンペ成績　　　　
　　　平成２３年４月２３日（土）能登カントリークラブ

                              O　    I　     G　    H　   N
優　勝　川面　正雄　４５　４１　８６　１１　７５
準優勝　今井　　暁　４２　４６　８８　　６　８２
第３位　磯野　進吾　５０　５３  １０３　２０　８３
第４位　松本　範夫　４８　４７　９５　１１　８４
第５位　岡田　　進　５３　４９  １０２　１８　８４
第10位　中村　實博　５１　５３  １０４　  １０　９４
Ｂ　Ｂ　佃　　一成
ニアピン　　大澤（２）、今井、川面
ドラコン　　今井、岡田

１．講　話
　日本銀行　金沢支店長　味岡桂三氏
　「３月１１日以降の経済の動きと、今後のポイント」
２．出　欠
　出席３４名　欠席２０名　
　出席率６４．１５％　ビジター２名　　
３．来訪者（敬称略）　
　金　沢ＲＣ　味岡桂三
　金沢東ＲＣ　太田光尋
４．幹事報告
　・例会了後、理事会を開催
 ニコニコボックス
　金沢ＲＣ　味岡君
　　　　　本日、講話をさせて頂きます。
　畠君、頏君
　　　　　 日本銀行の味岡支店長をお迎えして。また、新

会員に千原さんをお迎えして。
　千原君　 今日から入会させて頂きます。何卒、宜しくお

願い申し上げます。
　高畠君　 新しく、サントリーの千原浩一さんを新会員と

して迎える事になり、心から祝福します。
　佃君　　３５カ年皆出席顕彰を受けて。
　安宅君　桜が美しく咲きました。

合計１９，０００円（累計６４１，０００円）

　第1793回例会　
　４月１４日（木）快晴　12：30 ～ 13：30　　   松魚亭
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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 

BUILDINGCOMMUNITIES　BRIDGINGCONTINENTS 
 

「地域を育み、大陸をつなぐ」 

　第1791回例会　
　３月３１日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　　松魚亭

１． 講　話
　（有）啓泉学館　代表取締役　島野　勝氏
　 「腹話術」
２．出　欠
　出席３０名　欠席２４名
　出席率５６．６０％　　
ニコニコボックス
　ゲスト　島野勝氏
　　　　　本日、講師をさせて頂きます。
　畠君、頏君
　　　　　島野勝さんの講話を楽しみにしています。
　中田君　 腹話術、生で聞くのは初めてです。楽しみにし

ています。
　玉田君　 今回の災害における、会員諸兄のお気持ちに感

謝します。有難うございます。
　汐井君　 皆様からの心温まる義援金は、被災した社員さ

んに渡します。本当に有難うございます。
合計３６，０００円（累計６１７，０００円）

　久しい間、日本は経済よりも、むしろ心を重んじ
た国であった。日本文化や生活の特徴を見ると、茶
道から受けた美意識が、すみからすみまで及んでい

ることに気づくだろう。たとえ日本人にとって、あ
たりまえのようにみえても、少なくとも現代の日本
人や、とくに異国人にとっては、まったく類例のな

随筆　茶道の美は日本の美
　米　澤　修　一

　この度、歴史と伝統のある金沢北ロータリークラ
ブに入会させていただくことになりました。多大な
社会貢献をなされてます皆様のお仲間に入れていた
だきますことを、誠に光栄に感じている次第です。
入会にあたりましてご推薦いただきました米澤修一
様、高畠菊丸様に厚く御礼申し上げます。ロータリー
クラブの活動は初めてでございまして、不慣れのた
めご迷惑をお掛けすることが多々あるかと思います
が、少しでも早くお役に立てますよう精進して参り
たいと思います。
　私は熊本の生まれで高校卒業まで九州で育ち、京
都の立命館大学に進学しました。大学時代は勉学も
そこそこに体育会合気道部に所属し、ひたすら「体
力強化」と「飲みニケーション」に専念した次第で
す。まさに仲間の大切さと、それを育むお酒の効用
の素晴らしさを実感した４年間だったと思います。
そうしてお酒の魅力に取り付かれた私は、サントリー
に入社しました。以来、お酒は酔うためだけの到酔
（ちすい）飲料ではなく、人々を幸福なひと時に誘う
到福（ちふく）飲料であることを多くの方にお伝えし
たく日々の仕事に励んでおります。何かお酒のこと

で皆様のお役に立てるようなことがございましたら、
お申し付けください。
　実は金沢に着任しまして、まだ三ヶ月でございま
す。この短期間に、一面真っ白の銀世界とそれから
溢れんばかりに咲き誇る桜花に迎えられ、この上な
い感動をいただきました。もう着任早々より、金沢
に夢中です。歴史と奥深い文化に、感銘を受ける日々
の連続であります。中でも、この街の人の温もりに
強く惹かれております。素晴らしい街にご縁をいた
だいたことに、心から感謝致している次第です。だ
からこそ私自身も金沢市民として受け入れていただ
けるよう努力せねばと思っております。そのために
は入会をお許しいただいた金沢北ロータリークラブ
の皆様にロータリアンとして相応しい男として認め
ていただけるよう、精進していくことが大命題と肝
に銘じている次第です。
　若輩者ゆえに迷走することもあるかと思いますが、
経験豊かな皆様方にお導きいただくことで学びを積
み重ね、真のロータリアンを目指していきたいと思
います。何卒今後ともご指導、ご鞭撻の程よろしく
お願い申し上げます。

千原　浩一（ちはら　こういち）

Ｓ３３.２. １０生まれ

サントリービア＆スピリッツ（株）北陸支店長

職業分類：酒類販売業

私の名刺
い特色をもっている。良い、悪いは別問題にしても、
かくまでに茶の精神が、あまねく広がり、人々の中
に深く影響している例は他にないだろう。
　日本人以上に、中国人もイギリス人も茶好きの国
民だが、茶の美がさほどの威力を発揮しているとは
きかない。たとえ欧米化の盛んな日本の今日であっ
ても、まだどこかにひそんではいないか。大和撫子
のあでやかな姿がまれになり、しとやかな茶ののみ
方、和食のマナーも心得ないヤングレディがますま
す増えるのは心さびしいが、まだどこかに茶の美は
のこっていないだろうか。日本女性はどこかやさし
いところがあると思う。
　異国人から茶道をみると、不必要に「はいつくばる」
姿勢、すべてが現代様とは逆に「ひかえめ」である

のは、なかなか理解しがたいものがある。中国から
渡って来た禅宗は、日本で大いに普及し、茶道の基
本となっているが、茶禅一味の心や、わび茶を創始
した先賢たちの主旨から、今日は少し離れてしまっ
た気がする。しかし日本文化に限らず、茶を語るに
つけても、この世界に比類のない、茶道の美を語ら
ずにはいられないものがある。この様にどこの国で
も、いつの時代でもそうだと思うが、ものには二つ
の面があって、片方だけとりあげたのでは、その全
貌をつかむことはできない。昔はしきりに、大和魂
を誇っていたが、今はＧＮＰの位や経済大国を鼻にか
けるようでは、まことに心細い限りである。日本は
もっと、他国にない誇りがあったはずで、それを大
いに自覚すべきだ。

　第1792回例会　お花見例会　
　４月７日（木）晴れ　18：30 ～ 21：00　　      金茶寮

１．例　会
　国歌斉唱
　ロータリーソング　『奉仕の理想』
　ご挨拶　　　　　　　　　　玉田副会長
　皆出席顕彰
　誕生日・ご結婚記念日祝い　小泉親睦担当
　委員会報告
　ニコニコボックス披露
　乾　杯　　　　　　　　　　玉田副会長
　歓　談　　　　　　　　　　　　　　 
　閉会の挨拶　　　　　　　　 畠会長
　ロータリーソング「手に手つないで」
２．出　欠
　出席２０名　ご夫人８名
　欠席３４名　出席率３７．７４％　　　
３．皆出席顕彰（敬称略）　
　３５ヶ年　佃　一成
　２４ヶ年　大澤久廣
４．お誕生日祝い（敬称略）
　　　７日　高畠菊丸
　　　８日　小間井宏尚
　　１８日　皆川容德
　　２４日　卯野正博
５．ご結婚記念日祝い（敬称略）
　　　４日　越田和好
　　　５日　大村精二
　　１４日　松本範夫
　　１６日　岡田　進
　　２６日　吉井　清
ニコニコボックス
　畠君、頏君
　　　　　ようこそ、金茶寮へ。
　卯野君　お誕生月を迎えました。

合計５，０００円（累計６２２，０００円）


