
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。

題字・画　大場松魚 筆

  理　事　会　報　告
  　　　　　  平成２３年６月９日（木）出席者２１名

◆審議事項
①京都友好訪問決算報告　承認
②新会員の件
　野村千秋氏、寺岡健一氏、
　大聖寺谷敏氏
③退会会員の件
　長谷川塑人君、瀧川眞人君、
　坪田良三君、皆川容顴君
④その他
　 ６月３０日（木）最終夜間例会の件　ゲストを呼ばず、会費
を安くする。

ニコニコボックス
　畠君、頏君
　　　　　 牧野力氏をお迎えして。本日の講話、楽しみにしてお

ります。
　松本君　 京都洛北ＲＣ友好訪問に際しては、１８名の参加を頂き、

お天気にも恵まれ有難うございました。
　木村君　 今月は誕生月です。綺麗なお花と、畠会長からの嬉し

いメッセージ付きでした。また、京都洛北ＲＣさんでも、
思いがけずお祝いの品を頂きました。

　小間井君
　　　　　 皆様、お久しぶりです。例会場へ来る道を間違えない

よう、たまに来ます。
合計６，０００円（累計６５８，０００円）
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講 話 予 定

６月３０日（木）
最終夜間例会

１８：３０～松魚亭
７月７日（木）
会長・幹事ご挨拶

　１２日（木）５月定例理事会　　　　　　　　　松魚亭にて
　１５日（日）地区協議会　　　　　　　　　　　　金沢にて
　１９～２０日　京都友好訪問

 ５月クラブ日誌

  理　事　会　報　告
  　　　　　  平成２３年５月１２日（木）出席者１１名

◆審議事項
　①退会会員の件
　②二塚会員　名誉会員として承認
◆その他
　①ＰＬ金沢中央教会跡地整備について
　②会員増強について

　第1797回例会　
　６月２日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　　 松魚亭

１．講　話
　「古都昔日　写真で見る明治・大正・昭和の金沢」
２．出　欠
　出席３１名　欠席２４名　
　出席率５７．４１％　ビジター５名　　
３． 来訪者（敬称略）
　金沢東ＲＣ　諸江賢二　二木克明
　金沢西ＲＣ　能登隆市
　金沢南ＲＣ　石野　茂
　みなとＲＣ　村山和臣
４．幹事報告
　・ ６月９日（木）１８時３０分より松魚亭にて新旧合同クラブ協
議会　

５．皆出席顕彰（敬称略）
　３１カ年　本岡三千郎
　１１カ年　中村實博　　
６．お誕生日祝い（敬称略）
　　　４日　油井敏男
　　　５日　長谷川塑人
７．ご結婚記念日祝い（敬称略）
　　　２日　的場晴次
ニコニコボックス
　金沢西ＲＣ　能登隆市君
　　　　　本日、お話をさせて頂きます。
　畠君、頏君、中田君
　　　　　 能登社長様、講話有難うございます。楽しみにしてい

ます。
　本岡君　３１カ年皆出席顕彰を頂きました。
　中村（實）君
　　　　　１１ヵ年皆出席顕彰有難うございました。
　佃君　　 ５月２２日は、私の誕生日でした。過日、美しいお花

と畠会長の嬉しいお手紙を頂き、有難うございました。
満７２歳を迎え、一日一日元気で人生を楽しんでいきた
いと思っています。

合計２０，０００円（累計６７８，０００円）

　第1798回例会　
　６月９日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　 　松魚亭

１．講　話
　会員　今井暁君
　「地震保険　あれこれ」
２．出　欠
　出席３０名　欠席２５名
　出席率５４．５５％　ビジター６名　　　
３．来訪者（敬称略）　
　東　京ＲＣ　上岡榮信

　　９日（木）新旧クラブ協議会　　　　　　　　松魚亭にて
　３０日（木）最終夜間例会　　　　　　　　　　松魚亭にて

 ６月クラブ日誌

　金　沢ＲＣ　河野良三
　金沢西ＲＣ　澤田幸荘　作田　武　小林　洋
　百万石ＲＣ　川きみよ
４．幹事報告
　・例会了後、次年度理事会を開催
 ニコニコボックス
　畠君、頏君
　　　　　今井さん、本日の講話、よろしくお願いします。
　油井君　 人の命を１２０年とすれば、５５年まで来れましたが、

まだ ｢山麓 ｣です。
　　　　　 誕生日のお祝いを頂き、ありがとうございました。

合計４，０００円（累計６８２，０００円）
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「地域を育み、大陸をつなぐ」 

　第1795回例会　
　５月１２日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　　松魚亭

１．講　話
　会員　大場修君「土地価格のお話」
２．出　欠
　出席３３名　欠席２２名　
　出席率６１．１１％　ビジター５名　　
３．来訪者（敬称略）
　金　沢ＲＣ　河野良三
　金沢東ＲＣ　二木克明
　金沢南ＲＣ　石野　茂
　香林坊ＲＣ　木下弘治
　みなとＲＣ　若松明夫
４．幹事報告
　・石川第一分区Ｂガバナー補佐・若松明夫君、ご挨拶。
　・例会終了後、理事会開催
５．皆出席顕彰（敬称略）
　　７カ年　佐賀　務　
６．お誕生日祝い（敬称略）
　　　６日　越田和好　２２日　佃　一成
　　１５日　橋本和雄　２３日　松本範夫
　　１８日　木村功一　３１日　森　　大
７．ご結婚記念日祝い（敬称略）
　　　５日　深山　彬　１３日　坪田良三
　　　６日　米澤修一　１９日　内堀　茂

国際ロータリー第２６１０地区２０１１～２０１２年度のための地区協議会
次年度幹事　中　村　芳　明

ニコニコボックス
　ガバナー補佐　若松明夫君
　　　　　 ガバナー補佐訪問によせて。ガバナー補佐の任期を

終えるにあたり、今回の未曽有の国難に遭遇し、ロー
タリークラブの今後の活動への示唆を得られたように
思っております。東日本の復興を願いつつ、貴クラブ
のご発展をお祈り申し上げます。

　畠君、頏君
　　　　　 久しぶりに皆様方の御元気な姿に接し、嬉しく思います。
　佐賀君　 ７ヵ年皆出席顕彰有難うございます。まだ７ヵ年、さ

れど７ヵ年、と言う感じです。
　越田君　 誕生日のお祝い、有難うございます。畠会長の心のこもっ

た直筆のメッセージにも感謝します。
　合計９，０００円（累計６５２，０００円）

　５月１９日（木）２０日（金）に、予てからの計画であっ
た京都洛北ロータリー友好訪問を実施いたしました。
　今回は、会員及びご夫人総勢１８名での訪問となりま
した。一行は、朝６：３０に金沢駅に集合いただき、北
日本観光バスに乗り込んでの出発です。
途中、ゴルフ組は瀬田ゴルフコースへ、観光組は西教寺・
穴太衆石積みの里散策・本家鶴喜蕎麦を味わい・佐川美
術館と散策等をお楽しみ頂きながらの京都入りでした。
　京都では、今年から京都洛北ロータリーの新例会会場
であるところの、京都ホテルオークラでの例会及び宿泊
となりました。
　例会では、昨年度より京都洛北ロータリーでは親睦委
員会を中心に歓迎プログラムを考えて頂き、会長が作成
した京都めぐりのプロジェクターでの映写で例会が始ま
りました。開会の点鐘、ロータリーソングはピアノ伴奏
での会員指揮での合唱では、久しぶりに気が引き締まり
ました。会長のご挨拶や、畠会長のユーモアたっぷりの
返礼挨拶等、和やかな雰囲気での訪問となりました。
懇親会では、地元京都のアコースティックバンドにより、

我らが年代には懐かしいフォークソング等の演奏で楽し
み、演歌のリクエストに戸惑いながらの熱演でした。二
次会では、オークラホテルの最上階ラウンジで、京都の
夜景を楽しみながら、ほろ酔いで友好を深めた夜でした。
　翌日は、京都洛北ロータリーとの名門琵琶湖カント
リーでの友好対抗ゴルフ組と、観光組に分かれての親睦
会でした。観光組では、洛北ロータリー会員のご厚意で、
東本願寺名勝渉成園の散策等を企画していただき、観光
組・ゴルフ組共に、京都洛北様の心温まるおもてなしに
一同感動して帰路につきました。
　京都洛北ロータリークラブ様とは、長年の友好クラブ
としての先人の会員各位の友好積み重ねが基礎になって
のおもてなしに、感謝したいと思いました。また、新会
員の増強で若い人の入会も、京都洛北様の活性化にもつ
ながっていると聞きました。我が金沢北ロータリーも、
良い刺激を受けながら、切磋琢磨して、更によいクラブ
を目指していきたいと思った訪問でした。
　残念ながら今回の訪問に参加できなかった会員の皆様
のご厚意と、参加会員及びご夫人に感謝申し上げます。

親睦担当　小　泉　幸　雄

　５月１５日に開催された地区協議会に、参加してまい
りました。午後１時に崎山武夫ガバナーの開会の点鐘（当
北クラブ会員魚住為楽作）で始まりました。前半は、ガ
バナー挨拶、ガバナー・エレクト所信表明、講演が行わ
れました。炭谷亮一ガバナー・エレクトは、“ロータリー
に新風を”のテーマを掲げ、ロータリーの顔を親睦団
体とボランティア団体の二つと捉え、これからはボラン
ティア団体の方に軸足を持っていくと述べられました。
そして、その活動として、ラオスに農業支援センターを
建設するプロジェクトを行いたいということでした。
　講演は、「日本とのご縁と永遠の絆」という演題で、
ネパール出身の素敵な女性、ソバナ・バジュラチャリヤ
さんが話されました。彼女は、百万石ロータリークラブ
の援助で米山奨学生として金沢大学で学び、博士課程を
卒業されています。講演で彼女は、米山奨学生としてロー
タリーから受けた心の支えが、日本の大学で学んだ知識
よりも、苦学をして学んだ教訓と多くの日本人との交流
を通じて身に着けた勤勉さがご自身の生活の基盤となっ
ていると話されました。現在彼女は、ネパールの日本大
使館でポリティカル・アドバイザーとして、日本とネパー
ルの絆が深まるように活躍されています。

　後半は「今こそロータリーの真価を！」のテーマを掲
げ、公開討論会が行われました。パネリストは、司会進
行にパスト・ガバナーの中川可能作氏、ゲストパネリス
トにロータリーの友編集長の二神紀子氏、パネラーに地
区の委員長８名でした。
　次期地区協議会は、富山西ロータリークラブがホスト
クラブとなり、５月２０日に行なわれます。本協議会は、
午後４時４５分閉会の点鐘で終了となりました。忙しい
中出席されました会員の皆様、お疲れ様でした。

京都洛北ロータリー友好訪問を終えて

　第1796回例会　
　５月２６日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　　松魚亭

１．講　話
　ＮＨＫ金沢放送局　局長　牧野　力氏
　「放送されない　テレビの話」
２．出　欠
　出席３０名　欠席２８名
　出席率５５．５６％　ビジター２名
３．来訪者（敬称略）
　金　沢ＲＣ　岡田彰洋
　みなとＲＣ　近藤角馬　　


