
講 話 予 定

８月１８日（木）
金沢中央卸売市場市場長　桶川秀志氏　

「今、卸売市場では」
８月２５日（木）

米山奨学生　リ・ギョウエン氏（金沢百万石RC）

　　７日（木）新会員研修会        　　　　　　　　松魚亭にて
                         前年度最終理事会　　　　　　　　松魚亭にて
　１８日（木）　ガバナー補佐訪問例会・クラブ協議会        松魚亭にて
　２１日（木）　７月定例理事会                                    松魚亭にて

   ７月クラブ日誌

「春日山窯図」　
春日山窯は、加賀藩が文化年間京都より青木木米を招聘し、その指導のもと、卯辰山に九谷焼を再興するために築窯
されました。
当クラブの例会場も同じ卯辰山の地にあるという繋がりで、今年度は「春日山窯図」を年間通しの表紙とします。
さらに別ページで、春日山窯を含む金沢の工芸の流れを受け継ぐため創られた卯辰山工芸工房の収蔵品を始めとして
順次この地区にゆかりのものを紹介して行きます。

１． ご挨拶
　新理事・役員・各担当

２．出　欠
　出席　２４名　　欠席　２７名　　出席率　４７．０６％
　ビジター　１名
３． 来訪者（敬称略）
　香林坊ＲＣ　　木下弘治
４．ニコニコボックス　
　木下君、中村（芳）君
　　　　　暑い日が続きますが、お体には充分お気を付け下さい。
　高畠君   　早いもので、あっという間の３０年でした。今期は、
　　　　　奉仕プロジェクト委員長です、皆さんよろしく。

合計５，０００円（累計５８，０００円）

　第1802回例会　
　７月１４日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　      松魚亭

１． 講　話
　草笛ランチコンサート　新木　尚　氏

２．出　欠
　出席　２９名　　欠席　２３名　　
　出席率　５８．０％
　ビジター　１名
３． 幹事報告
　・次回の例会は、ガバナー補佐訪問。
　・例会終了後、理事会開催。
４．ニコニコボックス　
　木下君、中村（芳）君
　　　　　本日の草笛コンサート、楽しみにしています。
　松本君   　７月１４日より１６日まで、ゴルフ同好会で軽井沢へ当
　　　　　クラブ１８名で行って参りました。軽井沢で、友好ク 
　　　　　ラブの東京小石川ロータリークラブの方々と集合して、
　　　　　合計４０数名で友好と親睦を深めて参りました。
　頏君   　　誕生日のプレゼント、ありがとうございました。先日、
　　　　　東京小石川ＲＣ後楽園ＲＣ、金沢北ＲＣ合同ごフルコ
　　　　　ンペにて、一日目くじ引きで優勝させて頂きました。

合計９，０００円（累計６７，０００円）

　第1803回例会　
　７月２１日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　      松魚亭

   理　事　会　報　告
  　　　　　  平成２３年７月２１日（木）出席者

◆審議事項
　①納涼例会の件
　　８月４日（木）白糸川床にて
　　会費：会員　８，０００円　ご夫人　７，０００円
　②ＣＬＰ委員会の件
　③出席免除会員の件
　　卯野正博君
　④その他

１． 講　話
　石川第一分区Ｂガバナー補佐　福田裕君
　　「私にとってのロータリー」
２．出　欠
　出席　３１名　　欠席　２１名　　出席率　６２．０％
　ビジター　５名
３． 幹事報告
　・例会終了後、ガバナー補佐とのクラブ協議会

　第1804回例会　ガバナー補佐訪問
　７月２８日（木）曇り　12：30 ～ 13：30　      松魚亭

４．ニコニコボックス　
　白山石川ＲＣ　福田裕君
　　　　　石川第一分区Ｂのガバナー補佐を務めさせていただき
　　　　　ます。宜しくお願い致します。　
　木下君、中村（芳）君、高畠君、玉田君
　　　　　石川第一分区Ｂガバナー補佐の、福田裕君をお迎えして。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計８，０００円（累計７５，０００円）

１．例　会
　会長挨拶・乾杯
　懇親会
　奥田副会長　閉会の挨拶
２．出　欠
　会員　２６名　　ご夫人　６名　　出席率　５２．０％

　第1805回例会　納涼例会
    ８月４日（木）晴れ　18：15 ～ 19：45　　白糸川床



私の名刺

野村　千秋（のむら　ちあき）
S３１.１０.２０生まれ
野村健美堂　代表
職業分類：医薬品販売

　この度は伝統と格式ある金沢北ロータリークラブに入会

させて頂き、誠に光栄なことと感謝の気持ちで一杯で、

同時に責任を感じて身のひき締まる想いでおります。

　入会に際して、多大なるご配慮頂き、ご紹介下さいました

大村様、畠様に心からお礼申し上げます。またご理解下

さり、快く了承して頂けた会員の皆様お一人お一人に深く感謝

しております。ありがとうございます。

　さて、小さな薬局経営しか出来ていない自分にとって、由緒

ある偉大な地域の立派な方々の勉強の場でご一緒出来ること

さえ、身分不相応と後ずさりの心境ではありますが、小さい

ながら夢を持ち、また地域貢献に奉仕していきたいとの願いは、

既に素晴らしい業績を積み上げられた会員先生の模範を目に

して、見依っていくことでいつかきっと叶うのではと考えまして、

厚かましくもご指導賜りたく入会希望致しました。この上は、

ご迷惑をかけないよう、真摯に学び、素直に行動して参ります

ので、どうぞ宜しくお願い致します。

　私は生まれも育ちも金沢でして、金沢が一番と誇りに思って

生活してきました。文化も市民性も格別のものと感じています。

この金沢で市民として何か出来る事はないかと微力ながら、

医療チームの一員と自負し、体の弱い方にとって支えとなれ

る、自然療法や東洋医学の方法で27年間薬局をやってきまし

た。またカウンセリングやコーチング資格をとり心のケアー

も出来ればと、今は日本コアパーソンの金沢オフィスを立

ち上げ、企業や仲間の育成に携わっています。皆様の広い

グローバル的視点と素晴らしい人間性からのお人柄を目指し、

自分力を高めて参ります。私の得意のくじけない心で何とか

付いていきますのでどうぞ仲良くして下さいませ。

寺岡　健一（てらおか　けんいち）
S２２.１.１７生まれ
アパート経営　ゼブラ　代表
職業分類：不動産貸付

　この度は、金沢北ロータリークラブに入会させて頂くことに

なりました。

　これも一重にご推薦下さいました木下様、畠様はじめ、会

員の皆様の深いご理解のお陰と感謝申し上げます。

　「ロータリーの基本知識」を拝読させていただき、活動

の先駆者やその理念について、また世界各国に広がる活動の

輪の大きさに先ず感動を覚えました。そして、その一員とな

れましたことをまことに光栄に思っている次第であります。

　私は金沢の農家で生まれ育ち、子供のころは親が教員の

かたわら従事していた米作りを手伝いました。

　中学から高校時代はアマチュア無線やトランジスターラジ

オに興味を持ち、将来は設計技師を夢見たものでした。

　名古屋工業大学を卒業後、小松製作所へ入社。

　石川県内にある小松工業へ配属後は、定年退職するまでの

40 年間の大半を地元金沢で希望通り設計・開発部門に従事

することができたことは、私にとって二つの大きな意味が

あったと思っています。

　一つ目は、手掛けた機械の販売納入先が世界各国におよび、

しかも大手自動車メーカが相手であったことから販売、納入、

サービスの仕事の過程で世界の多くの人達と交流する機会に

恵まれたこと。

　二つ目は、地元金沢からほとんど離れることがなく、金沢

の歴史と文化に接し続けることができたこと。

　このことは、この地を訪れる世界各地の人達に対してロータリー

の網領にある「奉仕の機会として知り合いを広めること」と係わ

りをもってゆけるのではと私なりに思っている次第であります。

　2005年に「金沢検定」試験が始まったことで、私も当初よ

り仕事の合間に、大昔の受験勉強を思い出しながら、現在まで

に、やっとの思いで「初級」、「中級」までなんとかクリアできて

います。

　今後は、経験豊かな皆様方のお力をお借りしながら

もっと上を目指すとともに、奉仕活動に努力・精進して

まいりたいと存じますので、どうか今後ともご指導ご鞭

撻を賜わりますようよろしくお願い申し上げます。

大聖寺谷　敏（だいしょうじや　さとし）
S２２.８.１４生まれ
職業分類：学校法人

　この度、玉田様、畠様のご推薦により入会させていただき

ました。

以前、金沢西ロータリークラブに2年ほどお世話になりましたが、

十分な活動ができず、しばらくお休みをいただいておりまし

た。

　また、現在いくつかの団体で勉強をさせていただいており

ます。その活動と合わせて、無理をせず長く続けられるよう、

自分にあった活動を行いたいと思っております。

　私は金沢で生まれ、金沢で育ちました。仕事の関係で福井

にて起業しましたが、現在は金沢を中心に専門学校経営を

しています。少子化の中大変厳しい時代ではありますが、

若者の夢を叶えるため、日々仕事に励んでいます。

　来年 65才の大きな節目を迎えます。この 1年間は盤石な

基盤作りに日々仕事に邁進するつもりです。

　私は趣味として、マラソンを 30年近く続けており、また

2 年前より「篠笛」を習い始めました。65 才になったら、

「仕事７割、趣味 3割と余裕がもてるように」を目標とし、

また、ロータリークラブの皆さんと楽しい時間を持たせて

いただくとともに、ロータリークラブの精神であります、

「社会奉仕活動」にも参加していけたらと、その日を楽しみ

にこの 1年を過ごしたいと思っております。

　今度ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

１． ご挨拶
　木下会長・中村（芳）幹事
２．出　欠
　出席　３８名　　欠席　１４名　　出席率　７４．５０％
　ビジター　２名
３． 来訪者（敬称略）
　金沢西ＲＣ　　澤田幸荘
　百万石ＲＣ　　魏　賢仁
４．幹事報告
　・第３７代畠会長、頏幹事顕彰
　・新会員紹介　野村千秋君、寺岡健二君、大聖寺谷敏君
　・例会終了後、前年度最終理事会開催
５．皆出席顕彰（敬称略）
　　３０ヶ年　　高畠菊丸
　　２６ヶ年　　畠　善昭
　　２４ヶ年　　頏　利陽
　　　３ヶ年　　中川茂樹
６．お誕生日祝い（敬称略）

　　　　３日　　頏　利陽
　　　　５日　　安宅雅夫
　　　１８日　　今井　暁
　　　２９日　　本岡三千郎
７．ご結婚記念日祝い（敬称略）
　　　　１日　　今井　暁
　　　　６日　　佐賀　務

８．ニコニコボックス
　百万石ＲＣ　魏賢仁君
　　　　　 皆様、こんにちは。今年度二度目の幹事を拝命させ

ていただきました。いつもお世話になっております。
今秋に開催されます、地区大会のホストクラブになっ

　第1801回例会　
　７月７日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　　松魚亭

ていますので、是非コホストクラブの皆様のご支援と、
ご鞭撻を頂きたいと存じます。どうぞよろしくお願い致
します。

　木下君、中村（芳）君
　　　　　 畠会長・頏幹事・理事役員の皆様ご苦労様でした。新た

に３８代会長としての出発です。平常心で、和をモットー
に一年間宜しく。

　野村君    入会させていただきまして、有難うございます。
　寺岡君　入会させて頂き、有難うございました。今後とも、宜し 
　　　　　くお願い致します。
　大聖寺谷君
　　　　　 今日から仲間に入れてもらいます。宜しくお願い致します。
　大村君    野村さん、寺岡さん、大聖寺谷さんの入会を祝して。
　玉田君   今日から大聖寺谷君を迎えて。皆様、宜しくお願い致
                   します。
　畠君   　 木下会長、中村（芳）幹事、一年間お世話になりました。
　勝田君   木下会長、中村（芳）幹事、役員の皆様、一年間お世
　　　　　話になります。
　中村（實）君
　　　　　 木下・中村（芳）丸の船出を祝して。親睦活動担当として、

皆様のご指導、ご協力をお願い申します。
　小泉君   木下会長・中村（芳）幹事の船出を祝して。一年間見
　　　　　習いさせて下さい。
　奥田君   木下会長・中村（芳）幹事、一年間お世話になります。
   　　　　また、ご指導も宜しくお願い致します。
　油井君　 テーマ「和」和を喩えるなら、穏やかな春の日和が、　

私たちの気持ちを和らげ、和ませてくれるようなもので
しょうか。心の和の指針のほど、宜しくお願い致します。

　今井君　誕生月を迎え、いよいよ５０代に突入。とはいえ、人生 
　　　　　まだ半ば、精進していきます。
　　　　　 　　　　　                                                      合計５３，０００円  


