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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。

第 1827 回例会　
２月１６日（木）雪　12：30 〜 13：30　     松魚亭

１．講　話
　（株）ミリオンスターズ　代表取締役　端保聡氏
　「地域におけるプロスポーツ」
２．出　欠
　出席　３０名　　欠席　２０名　　
　出席率　６１．２２％
３．幹事報告
　・石川県美術文化協会様へ
　　現代美術展賞典費贈呈
　・来週（２月２３日）は夜間例会
４．ニコニコボックス
　木下君、中村（芳）君

本日の講師、端保聡氏のお話を楽しみにしています。
合計２,５００円（累計５１０,０００円）

第 1828 回例会　夜間例会
２月２３日（木）晴れ　18：30 〜 20：30　    松魚亭

１．点　鐘
　会長挨拶　　　 　　　　　　　　　　
　乾　杯　　　　　　　　木下会長
　歓談
　ニコニコボックス披露
　閉会の挨拶　　　　　　奥田副会長
　点　鐘　　
２．出　欠
　出席　２４名　　欠席　２６名　　出席率　４８％
３．ニコニコボックス
　木下君、中村（芳）君

本日の会員のみの夜間例会、大いに飲んで、語り合いま
しょう。

合計２，０００円（累計５１２，０００円）

２月クラブ日誌
９日（水）２月定例理事会 松魚亭にて

２３日（木）夜間例会 松魚亭にて

理　事　会　報　告
２月９日（木）出席者１５名

◆審議事項
　①京都洛北ＲＣ合同お花見例会の件
　　４月５日（木）１８時３０分より　金城楼にて
　　４月６日（金）ゴルフ組と観光組（能登方面）に分かれて

行動する
　②夜間例会（２月２３日）の件
　③クラブ細則改定（案）の件
　　継続審議とする
　④その他
　・金沢市柔道協会副会長を、当クラブより一名選任する
　・次年度地区委員二名の選任（友情交換、米山寄付増進）
◆幹事報告
　・金沢８ＲＣ幹事会にて、金沢８ＲＣ新年合同例会決算報

告と善行生徒表彰の件
◆各委員会報告
　・職場訪問例会　４月２６日（木）佃食品さん

3・4月の例会変更のご案内

………………………………金沢ＲＣ………………………………
４月１１日（水）１８：００～「金沢ニューグランドホテル」観桜会

………………………………金沢東ＲＣ………………………………
３月１９日（月）休　会（定款第６条第１節ｃ項により）

４月９日（月）１８：３０～　「金沢スカイホテル」春の特別例会
……………………………金沢西ＲＣ……………………………

３月３０日（金）休　会（定款第６条第１節ｃ項により）
４月６日（金）１８：３０～「和田屋」観桜例会

４月２７日（金）休　会（定款第６条第１節ｃ項により）
…………………………金沢南ＲＣ…………………………

４月１０日（火）１８：３０～「観桜会」つば甚
………………………金沢北ＲＣ………………………
４月５日（木）１８：３０～「お花見夜間例会」金城楼

…………………………………香林坊ＲＣ…………………………………
４月２日（月）金沢エクセルホテル東急２Ｆてまり　メイクアップ可

４月１６日（月）１８：３０～「観桜会」場所未定
……………………………みなとＲＣ……………………………
４月１７日（火）時間未定「観桜夜間例会」　ゆわく温泉かなや

………………………………百万石ＲＣ………………………………
３月１５日（木）休　会（款第６条第１節ｃ項により）
４月１９日（木）休　会（款第６条第１節ｃ項により）

講 話 予 定

３月８日（木）
地区国際青少年交換委員長　田中泰君

「留学生を預かって」
３月１５日（木）

金沢いきいき塾　塾長　音弘志氏
３月２２日（木）

クラブフォーラム
３月２９日（木）

石川中央魚市（株）経営企画室　田丸達之氏
「金沢市中央卸売市場の「朝セリ」とは？

４月５日（木）
京都洛北ＲＣ合同お花見夜間例会

　ゲスト　端保　聡氏

●今夜は、鰤三昧です

●安宅会員に、鰤のウンチクを
　語って頂きました

●和気藹々の会場です

●三人前ありそうな、分厚い鰤の
　塩焼



　奉仕の世界とは全く関係のない、個人の娯楽のお話です。私の娯楽といえば、魚釣、３年ほど前に
始めた下手なゴルフ、これと脚力の衰えを補うためにひと月ばかり前に始めた自転車等々です。あれ
もやりたいこれもやりたいで、全てが中途半端なのですが、それなりに楽しんでいるといったところ
です。今回は趣味でも何でもいいから文章を書けとのお申し付けで、経験の長い魚釣の話を書くこと
にしました。
　私の魚釣は専ら海、小さなマイボートで沖に出ての釣りです。２～３月頃のチャバチメに始まって、
春から夏にかけて鰺・真鯛、秋頃から青物・鮃と季節によって狙いは変わります。外にスズキ、カサゴ、
ナメラ（キジハタ）、アイナメ・ウマヅラハギといった魚が顔を見せてくれます。釣った魚と酒を頂く、
このときばかりは外に何も要らない幸せな時間となります。このように書くといつでも大漁のように
思われるかもしれませんが、実は１匹も釣れず肩を落として帰ってくる日も多いんです。
　「船釣はしてみたいけど船酔いがなー」と多くの方が仰います。私も子供の頃は車酔いも船酔いも
したのですが、いずれも免許をとって自分で運転するようになって酔わなくなりました。揺れの方向・
タイミングを予想できるようになったためか、三半規管がおかしくなっているのかわかりませんが、
船酔いをしないようになりたいという方には船舶免許をとることをお勧めします。
　８月頃から数回、ロータリーの会員の方とご一緒する機会がありました。主な狙いは鰺でした。私の
イメージではクーラーボックスいっぱいの鰺を持ち帰るはずだったのですが、今年は何故か鰺が少なく、
思った程の釣果はありませんでした。それでもフクラギ、鰺、鱸、カサゴ等、その日の宴会の肴は何と
か確保して、木村会員の犀楽さんで料理して頂きました。普段は家内の上手でもない料理で満足してい
るのですが、この日ばかりは流石、ひと味もふた味も違うこだわりの料理を出して頂きました。３月に
入会したばかりの私ですが、このような機会を増やせれば、多くの会員の方と理解し合えるのではと思
います。犀楽さんでおいしい魚を頂きながら語り合いたい方は、是非お声をかけて下さい。北陸の寒い
季節は海が荒れる日が多くなり、船を出せる日は少なくなります。漁師さんのように生活の糧にしてい
るわけではありませんので、安全第一です。天候の穏やかな日を選んで楽しみましょう。
  少々長くなりましたが、最後にメタボ対策をお考えの方、自転車がお勧めです。ひと月やそこらの
経験でものを言うのも何ですが、心なしかお腹周りの贅肉が取れたような気がします。腹筋・背筋が
鍛えられれば、ドライバーの飛距離も伸びるかも。

私の娯楽
大場　修 　　

第 1823 回例会　
１月１９日（木）晴れ　12：30 〜 13：30　    松魚亭

１．講　話
　年男　今年の抱負
　会員　中村實博君、屶網大介君
２．出　欠
　出席　３３名　　欠席　１８名　　出席率　６７．３５％
　ビジター　２名
３．来訪者（敬称略）
　金　沢ＲＣ　　池本昌永
　金沢西ＲＣ　　藤林　敬
　金沢南ＲＣ　　石野　茂
４．幹事報告
　・京都洛北 RC より、新年にあたり祝電拝受
　・例会終了後、理事会開催
５．皆出席顕彰
　２３ヵ年　松本範夫君
６．お誕生日祝い（敬称略）
　　　１２日　　小泉幸雄
　　　１４日　　吉井　清
　　　１７日　　寺岡健一
　　　２５日　　内堀　茂
　　　２７日　　磯野進吾
　　　２８日　　水巻啓光
　　　３０日　　多々俊和
７．ご結婚記念日祝い（敬称略）
　　　１６日　　小泉幸雄
８．ニコニコボックス
　木下君、中村（芳）君

松魚亭での、新年第１回目の例会です。本年もよろしく
お願い申し上げます。

　水巻君  誕生日のお祝い、有難うございます。
　松本君  ２３ヵ年皆出席の顕彰を受けました。有難うございます。
　多々君  誕生日のお祝いのお菓子、頂戴しました。あっという間

に、広沢さんと同じ３６才（？）になりました…。
　寺岡君  誕生日を迎えました。今後とも、宜しくお願いします。

合計１０,０００円（累計４８７,５００円）

理　事　会　報　告
１月１９日（木）出席者１３名

◆審議事項
　①年忘れ会決算報告　承認
　②ラオス寄付金の件　今年度に限り拠出する
　③退会会員　上田忠信君（一身上の都合により）
　④現代美術展後援の件　例年通り賞展費として５万円
　⑤次年度ガバナー公式訪問の件
　　百万石 RC と合同で行うかどうか次年度ガバナー事務所
　　より正式な問い合わせがあってから検討する。
◆その他
　①４月５日（木）お花見夜間例会の件
　　２月の理事会において、検討　

第 1824 回例会　
１月２６日（木）晴れ　12：30 〜 13：30　    松魚亭

１．講　話
　ツエーゲン金沢　ゼネラルマネージャー　木村道明氏
　「ツエーゲン金沢　世界への道」
２．出　欠
　出席　３０名　　欠席　２０名　
　出席率　６１．２２％　
　ビジター　１名
３．来訪者（敬称略）
　金沢東ＲＣ　　木村道明

４．幹事報告
　・相模原南 RC より、新年にあたり祝電拝受
　・例会終了後、クラブ管理運営委員会開催
５．ニコニコボックス

木下君、中村（芳）君
本日の講師、木村道明氏のお話を楽しみにしています。

安宅君 足元の悪い中、講師の木村様には、誠にありがとうござ
います。宜しくお願い致します。

合計３,０００円（累計４９０,５００円）

１月クラブ日誌
１１日（水）金沢８RC 新年同号例会 ANA クラウンプラザホテルにて
１９日（木）１月定例理事会 松魚亭にて

第 1825 回例会　
２月２日（木）雪　12：30 〜 13：30　   　   松魚亭

１．講　話
　会員　山上公介君
　「石油・介護あれこれ」
２．出　欠
　出席　２８名　　欠席　２２名　　出席率　５７．１４％
　ビジター　１名
３．来訪者（敬称略）
　金沢東ＲＣ　　諸江賢二
４．幹事報告
　・例会終了後、ＣＬＰ委員会開催
５．幹事報告
　１０ヵ年　横井清治君
６．お誕生日祝い（敬称略）
　　　１０日　　中川茂樹　　千原浩一
　　　２９日　　山上公介
７．ご結婚記念日祝い（敬称略）
　　　　４日　　中田龍一
　　　２５日　　横井清治　　大聖寺谷敏
８．ニコニコボックス
　木下君、中村（芳）君

　山上公介会員のお話を楽しみにしています。
　山上君 誕生日プレゼント有難うございました。ようやく１４歳

になりました。
　これから「大人」のロータリアンを目指します。

合計４,０００円（累計４９４,５００円）

第 1826 回例会　
２月９日（木）雪　12：30 〜 13：30　   　   松魚亭

１．講　話
　第２６１０地区職業奉仕委員長　　不室　昭氏　
　「職業奉仕について」
２．出　欠
　出席　３２名　　欠席　２０名　　出席率　６４．０％
　ビジター　２名
３．来訪者（敬称略）
　金沢東ＲＣ　　二木克明　　不室　昭
４．幹事報告
　・例会終了後、理事会開催
５．ニコニコボックス
　金沢東ＲＣ　不室昭君

本日、講師を務めさせていただきます。
　木下君、中村（芳）君、高畠君

地区職業奉仕委員長、不室昭氏のお話を楽しみにして
います。

合計１３,０００円（累計５０７,５００円）

　ゲスト　木村道明氏


