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「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。

３．来訪者（敬称略）
　金沢南ＲＣ　　山本　茂　　新保弾次
　百万石ＲＣ　　川きみよ
４．幹事報告
　・来週（１２月１５日）は年忘れ例会です
５．ニコニコボックス
　木下君、中村（芳）君

本日の講師、中川氏（中川会員の叔父様）のお話、楽し
みにしています。

　野村君 先週は、国際ＮＬＰトレーナーの１０日間の研修を受け、
最終認定資格を頂けました。このカウンセリング力で、
地域に貢献したいと思います。

合計３,０００円（累計２４５,５００円）

第 1821 回例会　年忘れ会
１２月１５日（木）雨　18：30 〜 20：45　     松魚亭

１．出　欠
　出席　３２名　　欠席　２８名　　出席率　７２.０％
　ご夫人　２０名
２．《例　会》
　①点鐘
　②ロータリーソング ｢ それでこそロータリー ｣
　③会長挨拶
　④松魚亭さんへお歳暮
　⑤幹事報告
　⑥ニコニコボックス披露
　⑦点鐘
　《年忘れ会》
　①開会の挨拶　　　　　　　　  中村（實）親睦担当
　②西野真理オンステージ
　③乾杯　　　　　　　　  　　　木下会長　　　
　④会員作品展抽選
　⑤全員参加のジャンケン大会
　⑥閉会の挨拶　　　　　　　　  玉田会長エレクト
　⑦ロータリーソング ｢ 手に手つないで ｣
3．ニコニコボックス
　木下君、中村（芳）君

本日の年忘れ会、ご夫人２０名様のご出席（過去最高）
を賜りました。
盛大に、楽しく過ごしましょう。

　中村（實）君
本日は、多くの会員・ご夫人のご出席を頂き、有難うご
ざいます。楽しいひと時になるよう、努めさせていただ
きます。

　佃　君  本日、わが社のかぶら寿司を使って頂き、感謝しています。
　大場君１２日で５２歳になりました。多くの方からお祝いの言葉

など頂きました。
５２歳は、まだ青春真っ盛りだそうです。

　魚住君、二塚君より
会員作品展にあたり、２２５,０００円のニコボックスを頂
きました。

合計２３２,０００円（累計４７７,５００円）

１２月クラブ日誌
１日（木） クラブ年次総会 松魚亭にて

１２月定例理事会 松魚亭にて
６日（木） 次年度クラブ協議会 犀楽にて

１５日（木） 年忘れ会 松魚亭にて

第 1822 回例会　金沢 8 ＲＣ新年合同例会
１月１１日（水）雪  18：00 〜 20：00 ＡＮＡクラウンプラザホテル

１．式次第
　ご祝儀　　　　　　　　　　　篠笛演奏　　藤舎眞衣
　点　鐘　　　　　　　　　　　金沢みなとＲＣ会長　林　靖夫

　国歌斉唱 ｢ 君が代 ｣
　ロータリーソング ｢ 奉仕の理想 ｣
　金沢 8 ＲＣ代表挨拶　　　　　金沢みなとＲＣ会長　林　靖夫
　ご祝儀　　　　　　　　　　　瀬尾明美民踊社中
　乾　杯　　　　　　　　　　　RI2610 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ　炭谷亮一

―　懇　談　―
　ご祝儀　　　　　　　　　　　三茶屋芸妓連　
　閉会挨拶　　　　　　　　　　石川第一分区 A ガバナー補佐　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   松原一夫　
　ロータリーソング ｢ 手に手つないで ｣
　点　鐘　　　　　　　　　　　金沢みなとＲＣ会長　林　靖夫
２．出　欠
　出席　３０名　　欠席　２０名　　出席率　６０.０％

1・2月の例会変更のご案内

……………………金沢ＲＣ……………………
１月４日（水）休　会

１月 １１日（水）金沢８ＲＣ新年合同例会へ振替休会
２月１日（水）１８：００～ ｢ 金沢ニューグランドホテル ｣ 節分の会

……………………金沢東ＲＣ……………………
１月１６日（月）金沢８ＲＣ新年合同例会へ振替

２月６日（月）１８：００～「松魚亭」新春懇親例会
……………………金沢西ＲＣ……………………

１月６日（金）金沢西ＲＣ新年例会１８：３０～「卯辰かなざわ」
１月１３日（金）金沢８ＲＣ新年合同例会へ振替
……………………金沢南ＲＣ……………………
１月１０日（火）金沢８ＲＣ新年合同例会へ振替
……………………金沢北ＲＣ……………………

１月５日（木）休　会
１月１２日（木）金沢 8 ＲＣ新年合同例会へ振替

２月２３日（木）１８：３０～松魚亭　夜間例会
      ……………………香林坊ＲＣ……………………

１月１６日（月）金沢８ＲＣ新年合同例会へ振替
２月６日（月）創立２４周年例会

２月２０日（月）休　会
……………………みなとＲＣ……………………
１月１０日（火）金沢８ＲＣ新年合同例会へ振替
……………………百万石ＲＣ……………………

１月５日（木）休　会
１月１１日（水）１８：００～金沢８ＲＣ新年合同例会

ＡＮＡクラウンプラザホテル３階　鳳の間

講 話 予 定

１月２６日（木）
（株）ツエーゲン　取締役　中村道明氏

２月２日（木）
会員　山上公介君

２月９日（木）
（株）不室屋　会長　不室昭氏

「職業奉仕について」
２月１６日（木）

（株）石川ミリオンスターズ　代表取締役社長　端保聡氏



　新年あけましておめでとうございます。
　昨年は、東日本にて地震が発生し津波により多くの尊い命が奪われました。又、タイの洪水
による日本企業の被害が及ぼす影響の多い年でした。
　そして政治も先行不透明の状況であり、経済も世界的な世情不安定な要素もあり不透明で
あります。又、自然環境についても地球全体的にも大きな変動が感じられます。
　2 千年以上前からのインカの遺跡から 2012 年に大きな変動があると予言されていると聞
き、私達人類全体に警告しているのではないでしょうか。
　金沢北ロータリークラブの会長として任期後 6 ヶ月となり、今日までメンバー各位の温た
かいご協力ににより、つつがなく務めさせていただいております。
　時あたかも、2014 年度は我々クラブも 40 周年を迎えることになります。そして北陸  
新幹線が金沢まで開通する計画になっております。
　2011 年は卯年、2012 年は辰年で 2 つ合わせて卯辰山。
　当ロータリークラブのテリトリー範囲であり卯辰山山麓の整備計画に、クラブとしても 
何らかの協力が必要だと思いますので、皆様と協議したいと思います。
　今年も金沢北ロータリークラブの発展と会員皆様のご健勝を心から念じあげ、年頭のご挨
拶といたします。

新年のご挨拶
会長　木下 和吉 　　

年忘れ会
親睦活動担当　中村實博 　　

よろしく ･････ ？
　そうこうしている内にアッと言う間に時
間が経ち、玉田会長エレクトによる次年度に
掛ける意気込みを感じさせる閉会の挨拶を頂
き、最後は「手に手つないで」のロータリー
ソングの後、楽しい時間が終了。お帰りに
は同伴者へのプレゼント ( スイーツ・お茶の 

　去る 12 月 15 日（木）、例会に引続き恒
例の ｢ 年忘れ会 ｣ が会員 32 名 ･ 同伴者 20
名の計 52 名という多数のご参加を頂き、盛
大に開催されました。
　木下会長が、ご挨拶でも ｢ 多数のご参加
を頂き感激いたしております ｣ と言われた
ように、担当者としても感謝申し上げます。
　今回は、例年恒例の作家先生方による ｢ 会
員作品展 ｣ の開催が、お二人の先生の退会に
より大変厳しい状況を呈しましたが、魚住・
二塚両先生の「作品展は続けなければいけな
い」と言う熱い思いに助けられ、『人間国宝
三人展』と銘を打ち、開催することが出来ま
した。残念ながら大場松魚先生からは非買と
いう形での出品となりましたが、三人の先生
方の気品あふれる作品が一堂に揃った会場
に凛とした空気を感じたのは、私だけではな
かったのではないでしょうか。

　入札会も無事終わり、18 時 30 分より例
会の開催、そしていよいよ年忘れ会の開始
です。会長のご挨拶を頂き、ゲストとして

詰合せ ) をお持ち帰り頂き、ジ ･ エンド。
　今回の年忘れ会には会員減少の中、大勢
の参加を頂き本当に有難うございました。
皆様方の、ロータリーへの深い想いを感じ
させて頂いた一日でした。
　お力添えを頂いた方々へ。有難うございま
した。

お招きした西野真理さんによる「豪華ドレ
スで歌って喋る爆笑コンサート」の始まり、
アカペラでのすばらしい歌声、さすが日本
歌曲コンクール入賞の実力者、楽しいおしゃ
べりと相まって、あっと言う間の 30 分が 
過ぎました。
　会長の乾杯を頂き、宴会のスタートです。
作品抽選会は、勝田クラブ管理運営副委員
長の司会進行で始まりました。全作品に
多くの入札があり、当選の喜びと無念の涙が
入り乱れながらも、ご夫人たちの明るい声
の内、無事抽選会も終わりになりましたが
…何と木下会長から突然、魚住先生製作の
ペンダント２個を出席者の皆様にプレゼン
トをしたいとの申し出があり、歓声が一斉
に上がり、女性・男性の組に分けてジャン
ケン大会に突入。結果、女性は安宅夫人、
男性は不肖、私が頂くこととなりました。
司会者の身を忘れ、ついついジャンケンに
没頭したことをお許しいただきたい。但し
女房には褒められましたが ･････。
　木下会長有難うございました。来年も   

第 1819 回例会　クラブ年次総会
１２月１日（木）曇り　12：30 〜 13：30　    松魚亭

１．講　話
　会員　佐賀　務　君
　「生活習慣病の話」
２．出　欠
　出席　３０名　　欠席　２２名　　出席率　６０.０％
３．クラブ年次総会
　・次年度理事発表　承認
４．幹事報告
　・例会終了後、理事会開催
５．お誕生日祝い（敬称略）
　　　　８日　　大澤久廣
　　　１０日　　木下和吉
　　　１２日　　大場　修
６．ご結婚記念日祝い（敬称略）
　　　２０日　　木下和吉　
７．ニコニコボックス
　木下君、中村（芳）君

佐賀先生のお話、楽しみにしています。
　玉田君、小泉君

次年度の新体制、宜しくお願い致します。

　木下君  今月は、誕生月・結婚記念月です。ありがとうございます。
　上田君  お陰様で、当東山地区が、国の重伝建築に指定されました。

また、さる２９日踏み切り衝突事故の電車に遭遇しまし
たが、どちらも負傷者が無く良かったです。

合計１１,０００円（累計２４２,５００円）

理　事　会　報　告
平成２３年１２月１日（木）出席者８名

◆審議事項
　①タイ洪水義援金の件
　　二週にわたり例会場で回して集まった募金を寄付する
　②年忘れの件
　③   退会会員の件　松平敦實君

第 1820 回例会　
１２月８日（木）雨　　12：30 〜 13：30　    松魚亭

１．講　話
　システムアシストＮ　　中川計三　氏　
　「脳トレで出会える　新しい自分！」
２．出　欠
　出席　３２名　　欠席　２０名　　出席率　６４.０％
　ビジター　３名


