高畠君
魚住君
的場君
屶網君

大場君

地区大会において、ロータリー歴３０年の栄を受けまし
た。また、保護司として法務大臣表彰を受賞しました。
誕生日祝い、有難うございます。
先日、６４歳の誕生日を迎えました。６４年間、無事過
ごせたことに感謝です。
先日のゴルフコンペで、恵まれたハンディとご一緒さ
せて頂いた方々（松本さん、水巻さん、内堀さん）の
アドバイスでのお陰で、優勝さて頂きました。
賞品のステーキを家族で美味しく頂きました。
ハンディと実力で、第２位になりました。有難うござ
いました。
合計１８，
０００円
（累計２１１，
５００円）

理 事 会 報 告
平成２３年１１月１０日（木）出席者

１２名

◆審議事項
①柔道大会決算書報告
承認
②お月見例会決算報告
承認
③年忘れの件
再審議の結果、会員作品展を「人間国宝三人展」として開催
する事に決定
④金沢８ＲＣ新年合同例会の件（みなとＲＣホスト）
２０１２年１月１１日（水）クラウンプラザホテルにて
会費を４，
０００円→４，
５００円とする
⑤ラオス農業支援センタープロジェクトの件
当クラブは協力を見合す
⑥その他

第 1817 回例会

１１月１７日（木）晴れ 12：30 〜 13：30

松魚亭

１．職場見学
くらしの博物館
２．出 欠
出席 ３６名
欠席 １６名
出席率 ７２．
０％
ビジター ３名
３．来訪者（敬称略）
金 沢ＲＣ
河野良三
金沢西ＲＣ
稲葉義弘
百万石ＲＣ
川きみよ
４．幹事報告
・米山功労者になられた木下会員に米山奨学会より感謝状贈呈
・会食後、くらしの博物館に松魚亭のバスにて移動
５．ニコニコボックス
木下君、中村（芳）君
本日は、くらしの博物館の見学です。多数ご参加くだ
さい。
木村君 アキレス腱断裂で入院しておりましたが、先週末にお
かげさまで退院することができました。入院中は、沢
山のお見舞いを頂戴して、とても有難く、とても嬉し
かったです。ロータリアンの友情に感謝、感謝です。
有難うございました。
また、本日ボージョレー・ヌーヴォー解禁です。今年
は、ボージョレー・ヌーヴォー誕生６０周年です。作柄
は春から日照りが多く、夏に雨が少なく天候に恵まれ
ました。ベリー系の繊細な香りと果実見豊かな味わい
で、３年連続で偉大なヴィンデージになりました。み
なさん、是非一度、試してみて下さい。
合計７，
０００円（累計２１８，
５００円）

第 1818 回例会

１１月２４日（木）雨 12：30 〜 13：30

松魚亭

１．講 話
金沢星稜大学人間科学部スポーツ学科 准教授 杉林孝法 氏
「日本の競技スポーツ、どうやって強くする？」
２．出 欠
出席 ３３名
欠席 １９名
出席率 ６６．
０％
ビジター ５名
３．来訪者（敬称略）
東京小石川ＲＣ 久保田旨一 川添修成 山崎光信 関根久男
金沢西ＲＣ 松本 仁
４．幹事報告
・タイ洪水被害への義援金の募金箱を回します
・例会終了後、ＣＬＰ委員会開催
５．ニコニコボックス
東京小石川ＲＣ 川添君、山崎君、阿部君、久保田君、関根君
安宅様、松本様には、大変お世話になりました。
木下君、中村（芳）君
東京小石川ＲＣの皆様、ようこそ。本日の講師、杉林
様のお話を楽しみにしています。
高畠君 世界遺産、アンコールワットへ行ってきました。東京
小石川ＲＣの皆様、ようこそ。
合計１３，
０００円（累計２３１，
５００円）

１０月クラブ日誌
６日（木） 創立３８周年記念例会
松魚亭にて
１３日（木）１０月定例理事会
松魚亭にて
１６日（日） 第４２回金沢市少年柔道大会 石川県立武道館にて
松魚亭にて
２０日（木）お月見夜間例会

１１月クラブ日誌
１０日（木）１１月定例理事会
１７日（木）職場訪問

松魚亭にて
くらしの博物館にて

第 115 回ゴルフコンペ成績

平成２３年１１月３日（土）

能登カントリークラブ

O
I
G
優 勝 屶網 大介 ５８ ５２ １１０
準優勝 大場
修 ５５ ５６ １１１
第３位 岡田
進 ４６ ４９ ９５
第４位 中川 茂樹 ５８ ５５ １１３
第５位 今井
暁 ４３ ４５ ８８
第１０位 高畠 菊丸 ５１ ５５ １０６
Ｂ Ｂ 内堀
茂
ニアピン
岡田、松本、佃、水巻

H
３６
３６
１８
３６
１１
２４

N
７４
７５
７７
７７
７７
８２

講 話 予 定
１２月８日（木）
システムアシストＮ 代表 中川計三 氏
「脳トレで出会える新しい自分！」
１２月１５日（木）
年忘れ会
１２月２２日（木）
休会
１月１１日（水）
金沢８ＲＣ新年合同例会

「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。

金沢市少年柔道大会

青少年奉仕担当
幹事

平成２３年１０月１６日（日）石川県立武道館
にて、当クラブの後援で開催されました。当日、
試合会場に入る際、柔道着の着用が規定となっ
ており、北ロータリーの参加者も柔道着に着替
えての入場となりました。会員の柔道着姿は、
木下会長のロータリーマーク入り、玉田会長エ
レクトは柔道協会のマーク入りで貫録がありま
した。また、広沢さんのミキハウスのマーク入
りの柔道着は可愛くてお似合で、名前の刺繍が
“さちよ”となっていた小泉副幹事の柔道着は、
ほほ笑ましく思いました。そして、柔道協会の
計らいによる初めての黒帯姿の面々もあり、試
合前に賑やかな雰囲気となりました。
開会式の挨拶では、西恒成大会長が少年柔道
大会を通じて全州市との友好がより深まること
を願われていました。また全州市柔道会權淳台
会長は、東日本大震災へのお見舞いの言葉を述
べられました。木下会長は、今まで２７回行わ
れていた金沢北ロータリークラブの少年柔道錬
成大会が残念ながら中止になったこと、しかし、

中村芳明

金沢市少年柔道大会の後援というかたちで青少
年奉仕ができるということは、私たちロータリ
アンにとって大変有難いことだと挨拶されまし
た。
試合開始の前に形演武（柔の形）が、神成麻
美弐段と関祐希江弐段により披露され、会場は、
ゆっくりとした流れの中にピリッとした緊張感
に包まれました。その後、金沢市と全州市との
親善試合、団体戦個人戦が行われました。子供
たちは、日頃の練習を生かして逞しく戦ってお
り、礼に始まり礼に終わる武道の精神も養われ
ているように感じました。
閉会式では、表彰者に「後援・金沢北ロータ
リークラブ」の銘が刻まれた盾が、全州市の選
手には金沢北ロータリーのメダルが贈呈されま
した。また、参加者全員に参加賞が贈呈されま
した。
大会が終わり、今後も金沢市少年柔道大会が金
沢北ロータリーの後援で開催されるようになっ
てほしいと、皆が感じた大会でした。

２７年間金沢北ＲＣが主催してきた少年柔道
錬成大会が、諸事情により今年から金沢市柔道
協会主催の試合の後援として賛同することにな
り、１０月１６日（日）に第４２回金沢市少年柔道
大会が開催されました。
その前日の１５日（土）金沢ニューグランドホ
テルにて、金沢市柔道協会と姉妹提携を結んで
相互交流している、韓国・全州市柔道界の役員
と選手３２名を迎えて、歓迎レセプションが行
われました。
その懇親会で、大会に出場するお子さんをお
持ちのお母さんが「私も５歳の時に金沢北ＲＣ

１０月３０日（日）石川県立音楽堂で、本会議と記念講演が行われました。
テーマは「世界を知ろう～大きな心、深い愛、もっともっとロータリー」
ＲＩ会長代理の、李承采氏のほか、被災地のガバナー３氏も挨拶し、
被災の現状と支援のお礼を述べられました。終了後、ホテル日航金沢で
大懇親会が開催されました。
ホストクラブが当クラブの子クラブ金沢百万石ＲＣということもあり、当
日お手伝い下さった会員の皆様方には、厚くお礼申しあげます。

１１月１０日（木）曇り 12：30 〜 13：30

木下、玉田、奥田、中村（芳）、小泉、�
高畠、今井、上田、中村（實）、油井、�
大場、寺岡、横井、広沢

主催の少年柔道錬成大会に参加した思い出があ
り、本当に懐かしく感じます。その大会は、上
級者のみならず、まだ下手な選手でも参加でき
て、初心者にとってはとても有意義で、有難い
大会でした。」と言われました。
継続は力なりと申しますが、我らがクラブの
諸先輩が２７年間にわたり築いて来た、青少年
奉仕活動の素晴らしさに、改めて大きな感動を
覚えました。
形は変わっても、こうして当クラブが柔道大
会を継続することができ、本当に嬉しく思って
おります。

第２６１０地区大会

第 1816 回例会

〈出席者〉

横井清治

１． 講 話
会員 中川茂樹 君
「歯医者の話・経営編」
２．出 欠
出席 ３５名
欠席 １７名
ビジター ３名
３．来訪者（敬称略）
金 沢ＲＣ
河野良三
香林坊ＲＣ
木下弘治
百万石ＲＣ
西村邦雄
４．お誕生日祝い（敬称略）
７日
魚住安彦

出席率 ７０．
０％

松魚亭

７日
的場晴次
２１日
上田忠信
５．ご結婚記念日祝い（敬称略）
１日
千原浩一
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
６．幹事報告
・例会終了後、理事会開催
・１１月下旬に、事務局が上堤町ビルに移転
７．ニコニコボックス
百万石ＲＣ 西村邦雄君
地区大会では、大変お世話になりました。
木下君、中村（芳）君
三週間ぶりの例会です、皆様お久しぶり。本日は、中
川会員のお話を楽しみにしています。

