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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。

４．幹事報告
　・例会終了後、理事会開催
５．ニコニコボックス
　金沢香林坊ＲＣ　田中泰君

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

　本日の講師、田中泰君のお話を楽しみにしています。
　中田君 ６０代最後の誕生祝いを頂き、有難うございました。ま

だまだ頑張ります。
合計１４,０００円（累計５３７,０００円）

理　事　会　報　告
３月８日（木）出席者１０名

◆審議事項
　①夜間例会（２月２３日）決算報告　承認
　②米山奨学生受け入れの件
　　尹曼琳（イ・マンリ）さん、中国・女性
　③クラブ細則改定（案）の件
　④退会会員の件　
　　今井暁君（東京へ転勤の為）
◆報告事項
　・金沢市柔道協会副会長として、木下会員
　・次年度地区委員二名の選任
　　友情交換→吉井会員、米山寄付増進→濱井会員

第 1831 回例会　
３月１５日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　松魚亭

１．講　話
　金沢いきいき元気塾　　塾長　音　弘志　氏
　「２１世紀の頭脳スポーツ“健康麻将”との出逢い」
２．出　欠
　出席　３０名　　欠席　２０名　　
　出席率　６１．２２％
３．幹事報告
　・例会終了後、臨時理事会開
４．ニコニコボックス
　木下君、中村（芳）君

本日の講師、音弘志氏のお話を楽しみにしています。
　勝田君 遅ればせながら、誕生日プレゼント有難うございました。

先日、東京ミッドタウンの中にあるサントリー美術館へ
行ってきました。旧前田家伝来の作品もあり、質の高さ
に驚きました。

合計４,０００円（累計５４１,０００円）

３月クラブ日誌
８日（木） ３月定例理事会 松魚亭にて

１５日（木） 臨時理事会 松魚亭にて
２９日（木） クラブ協議会 松魚亭にて

臨　時　理　事　会
３月１５日（木）出席者１０名

◆審議事項
　・クラブ細則改定（案）最終調整
　・３月２９日（木）クラブ協議会にて審議

第 1832 回例会 
３月２２日（木）曇り　12：30 ～ 13：30　　松魚亭

１．講　話
　石川中央魚市（株）経営企画室　田丸　達之　氏
　「金沢中央卸売市場の“朝セリ”とは」
２．出　欠
　出席　２９名　　欠席　２１名　　
　出席率　６０．４２％
　ビジター　１名
３．来訪者（敬称略）
　金沢西ＲＣ　藤林　敬

４．ニコニコボックス
　木下君、中村（芳）君

本日の講師、田丸さんのお話を楽しみにしています。
合計２,０００円（累計５４３,０００円）

第 1833 回例会 
３月２９日（木）曇り　12：30 ～ 13：30　　松魚亭

１．クラブ協議会
　クラブ細則改定の件
２．出　欠
　出席　３２名　　欠席　１８名　　出席率　６６．６６％
　ビジター　５名
３．来訪者（敬称略）
　金　沢ＲＣ　河野良三
　金沢西ＲＣ　古谷謙明
　香林坊ＲＣ　八田　稔
　みなとＲＣ　中野宏一
　百万石ＲＣ　川きみよ
４．ニコニコボックス
　木下君、中村（芳）君

段々春めいてまいりました。クラブ細則改定の審議、宜
しくお願いします。

合計２,０００円（累計５４５,０００円）

第 1834 回例会　京都洛北・金沢北ＲＣ合同お花見例会
４月５日（木）曇り　18：30 ～ 21：00　　   金城楼

１.【例会】
　開会　司会　屶網ＳＡＡ
　君が代斉唱
　ロータリーソング「奉仕の理想」
　金 沢 北ＲＣ会長挨拶　　　　　  木下和吉君
　都洛北ＲＣ会長挨拶　　　　　　藤井  征 君
　幹事報告　
　ニコＢＯＸ披露

【懇親会】
　開宴　　　　　　司会　中村（實）親睦担当
　乾杯　 　               京都洛北ＲＣ会長ｴﾚｸﾄ　宇治田脩盂君
　歓　談
　お座着き　　　　にし芸妓衆
　加賀料理解説　　金城楼 女将
　お座敷太鼓　　　にし芸妓衆
　歓　談
　中締め　　　　　金沢北ＲＣ会長ｴﾚｸﾄ　玉田善明君
　諸事お知らせ
　ロータリーソング「手に手つないで」
　閉　宴
２．出　欠
　出席　会員　２８名　ご夫人　８名　　京都洛北ＲＣ　３３名　
　欠席　２３名　　　出席率　５９．５７％
３．ニコニコボックス
　京都洛北ＲＣ様より
　木下君、中村（芳）君

京都洛北ＲＣの皆様、ようこそお越し下さいました。　
楽しいひと時をお過ごしください。

　安宅君 京都の皆様、ようこそ。ゆっくり楽しんで下さい。
　　合計３６，０００円（累計５８１，０００円）

講 話 予 定

４月１９日（木）
石川県サッカー協会　　素谷富雄氏

４月２６日（木）
職場見学　佃食品㈱

５月３日（木）
祝日により休会

ゲスト　音　弘志氏

ゲスト　田丸　達之氏



　４月５日（木）、京都洛北・金沢北ＲＣ合同のお花見夜間
例会が、金城楼にて盛大に催されました。
　京都の桜は開花したとのことでしたが、金沢の桜は開花し
ておらず、当日は肌寒さが残る日でした。
　そのような天候にもかかわらず、当クラブの友好クラブで
ある京都洛北ＲＣから、３０名の会員、１名の会員夫人、２
名の事務局の方々が、皆一様に爽やかな笑顔で来られ，会場
は春風がそよ吹いたような暖かい雰囲気になりました。
　例会において、「君が代」、ロータリーソング「奉仕の理想」
を唱和した後、当クラブの木下会長の挨拶があり、引き続い
て京都洛北ＲＣ藤井会長からご挨拶を頂戴いたしました。私
は、京都洛北ＲＣクラブとの合同例会に参加させていただく
のが初めてで、メンバーの方々と面識が全くなかったことに
加え、会場監督として例会の司会を担当させて頂くというこ

とで、当初緊張をしておりま
した。しかし、一緒にロータ
リーソングを唱和させていた
だいた時に、「ロータリアンと
しての繋がり」を感じること
ができ、安心しました。

　前日の天気予報では、翌日は雨・曇り・雪。ゴルフが出来
るのか心配が募る。
　京都洛北の方々は東急ホテルを７：１０に出発。バスの中
で朝食のサンドイッチを食べながら、空模様が気になってい
ることだろう。
　８時過ぎには、能登カントリークラブに参加者全員集合。
しかし寒い。観光組のことも気になる。
各ゴルフ同好会、安宅会長・広崎会長のご挨拶を頂き、全員
で記念撮影後、はなます・日本海コースで４組同時スタート。
予定通り。
時々晴れ間から日差しが顔を出す。洛北の人達は中止も覚悟
していたとの事。よかった、よかった。
コースは距離があり、且つグリーンが難しい為か、よい成績

　その後、京都洛北ＲＣ宇治田会長エレクトの「話の桜を咲
かせましょう」という乾杯のご発声とともに、懇親会が始ま
りました。
　料理は、金沢らしさを感じさせるものが多々ありましたが、
とくに大鯛の唐蒸しは、京都の方の関心を集めるとともに、
会場のお祝いムードに花を添えました。
　にし芸妓衆による「元禄花踊り」を初めとする演出により、
金城楼は春真っ盛りの雰囲気となりました。お座敷太鼓をさ
れる京都の方は、壇上に登る際は笑顔でしたが、いざ太鼓を
たたき始めると真剣そのものでした。その様子を見て、会場
では笑いが絶えませんでした。
　当クラブの玉田会長エレクトによる中締めの挨拶の後、
ロータリーソング「手に手をつないで」を輪になって唱和し、
友好の参加者全員が、友好の絆を確認しあいました。
　金沢のさくらは開花してお
りませんでしたが、４月５日
の夜の金城楼には、話の桜が
咲き乱れ、参加者全員が一足
早い金沢の春の夜桜を満喫し
ました。

ではなかったようだが、再チャレンジを期待する声が多くあ
り、嬉しく思う。
上位５名によるクラブ対抗賞は、金沢北RCが勝利。一矢報
いた思い。且つ優勝・準優勝・３位も独占する圧勝。
但し、B.B　B.Mも独占。特訓が必要か？
楽しいひと時を過ごせ、友好を深めることが出来た事を、お
天気に感謝した一日であった。
しかし、今年は春が遅
い…。(上位５名の方々、
　山上公介・安宅雅夫・
安宅真由美・大澤久廣・
松本範夫）

（京都洛北 15名・金沢北 16名）

　春とは名のみ。2日前の春の嵐が去り、曇り、時々雪の予
報が出されている中、東急ホテルを７時１０分に出発し、能
登カントリーへ直行。ゴルフメンバーを降ろし、一路輪島へ
向かった。総勢 11名。
　冷ややかな外気温と、朝市の売り子の活気ある「見ていっ
て、こうてたいま」の常套句で、ようやくスッキリと目を覚
まさしてもらったようだった。
　海産物の干物は安くて、買い過ぎたせいでまた数値が上が
りそうだ ?
　冬を越した土色と藁のない千枚田の有様は、全く活気がな
く只、日本海から吹き渡ってくる寒風が、いっそう身を強張
らせるだけだった。
　大本山總持寺に着いたのは 12時頃 5年前の能登沖地震で
は、ほとんどの伽藍が甚大な被害を受け、平成 26年の復興
を目指している。
　受付を済ませ早々、来賓用の座敷である待鳳館に案内され
た。すでに昼食である二の膳付の精進料理が並んでいた。少
し緊張した雲水さんの指導で食事作法を習い、皆ぺろりと平
らげてしまった。
　伽藍の修復がなされている為、全山の拝観は叶わなかった
ものの、大祖堂 ( 本堂 ) は、大屋根下部まで外部に登り階段
を付け、修復の様子が目の当りにできる様、観光の配慮がな

されていたのには驚かせられた。
　總持寺を出て、能登金剛、ゴルフ場までは、木村功一君が
用意したワインとオードブルで車中宴会が始まり、　ほろ酔
い程度と午後からの青空に、誰もが満足しきった能登観光で
あった。
　参加いただいた京都洛北RCの皆様には、感謝を申し上げ
ます。
参加者は下記の通りです。
京都洛北ＲＣ：
川名君、菊川みのりさん、田附
君、寺田君、若井君、山田君、
西川さん（事務局）拝野さん（事
務局）
金沢北ＲＣ：
勝田君、木村君、広沢（事務局）

京都洛北・金沢北ＲＣ合同お花見夜間例会
例会運営担当　屶網 大介　

親睦ゴルフコンペ
親睦活動担当 中村 實博　

能登観光にご案内して
クラブ管理運営副委員長　勝田 浩之　

第 1829 回例会　
３月１日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　　松魚亭

１．講　話
　会員　大聖寺谷　敏　君
　「学生・業界満足度ナンバーワンの専門学校を目指す」
２．出　欠
　出席　３５名　　欠席　１５名　　出席率　７１．４３％
　ビジター　２名
３．来訪者（敬称略）
　金沢西ＲＣ　　小林　洋
　みなとＲＣ　　尾崎千恵子
４．皆出席顕彰
　９ヵ年　　吉井　清　君
　１ヵ年　　大場　修　君
５．お誕生日祝い（敬称略）
　　　　１日　　馬場　　貢
　　　　２日　　中村　芳明
　　　　４日　　横井　清治
　　　　８日　　中田　龍一
　　　１１日　　勝田　浩之
　　　２５日　　畠　　善昭
　　　２９日　　汐井　俊彦
　　　３０日　　深山　　彬
６．ご結婚記念日祝い（敬称略）
　　　　６日　　小間井宏尚　松田　忠秋
　　　１１日　　大澤　久廣
　　　１８日　　大場　　修
　　　２１日　　水巻　啓光　寺岡　健一

　　　２２日　　玉田　善明
　　　２７日　　磯野　進吾
　　　２８日　　馬場　　貢
　　　２９日　　佃　　一成
　　　３０日　　畠　　善昭
　　　３１日　　卯野　正博
７．ニコニコボックス
　木下君、中村（芳）君

大聖寺谷君のお話を楽しみにしています。
　大澤君 お陰様で、結婚３０年になりました。
　汐井君 お誕生日のプレゼント、有難う。
　水巻君 結婚月です。よく持ちこたえています。
　横井君 誕生祝い、有難うございます。

合計１１,０００円（累計５２３,０００円）

第 1830 回例会　
３月８日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　　松魚亭

１．講　話
　第２６１０地区国際青少年交換委員長　田中　泰　君
　「留学生を預かって」
２．出　欠
　出席　２７名　　欠席　２３名　　出席率　５６．２５％
　ビジター　７名　　　
３．来訪者（敬称略）
　富　山ＲＣ　　清水　　満
　金沢東ＲＣ　　中田　吉則　臼井　紳一
　金沢西ＲＣ　　澤田　幸壮
　香林坊ＲＣ　　田中　　泰　木下　弘治
　百万石ＲＣ　　川　きみよ　 ゲスト　田中　泰氏

総持寺にて

千枚田にて総持寺での食事風景


