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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1843回例会　
６月２１日（木）小雨　12：30 ～ 13：30　　松魚亭

１．講　話
銭五記念館　館長　荒川勝治　氏

「銭五に学ぶ」
２．出　欠

出席　３９名　　欠席　１０名　　
出席率　８２．９８％　　ビジター　３名

３．来訪者（敬称略）
金　沢ＲＣ　　　河野良三
金沢西ＲＣ　　　渡辺　明
百万石ＲＣ　　　川きみよ

４．幹事報告
・来週（６月２８日）は、最終夜間例会です。
５．ニコニコボックス

荒川勝治氏
本日、お話をさせて頂きます。

木下君・中村（芳）君
荒川勝治さんのお話、楽しみにしています。

畠　君 荒川先生、お久しぶりです。講話、楽しみです。
小泉君 嬉しい事がありました。昨日、全国企業品質賞で、ＢＭ

Ｗ事業の（株）イーピーエムコーポレーションが最優秀
賞、ガリバー事業のイーピーエム・カーインフォマーズ
が優秀賞頂きました。スタッフに感謝です。ちなみに、
全国一位エクセレント賞は、金沢工業大学でした。

合計２５，０００円（累計６８７，０００円）

第1844回例会　最終夜間例会
６月２８日（木）晴れ　18：30 ～ 20：30　　松魚亭

１．点　鐘
①ロータリーソング　｢ それでこそロータリー ｣
②木下会長挨拶
③中村（芳）幹事挨拶
④新旧会長・幹事バッチ交換
⑤松魚亭より会長、幹事へ花束贈呈
⑥ニコニコボックスの披露
⑨乾杯
⑩ゴルフ成績発表
⑪山上会員よりサプライズプレゼント
⑫閉会の挨拶　　　　　　玉田会長エレクト
⑬ロータリーソング「手に手つないで」

２．出　欠
出席　　２８名　　欠席　１９名　　出席率　６２．２２％
ご夫人　１０名　　

３．ニコニコボックス
木下君、中村（芳）君

ついに最終例会を迎えました。皆さんで楽しみましょう。
玉田君、小泉君

木下会長、中村幹事、お疲れ様でした。
的場君 １０年間慣れ親しんだ石川県繊維会館から、事務所を大手

町へ移転いたしました。今後とも、宜しくお願いたしま
す。

屶網君 １年間、拙い司会にお付き合い頂き、有難うございました。
とても貴重な経験をさせて頂きました。

合計２５，０００円（累計７１２，０００円）

６月クラブ日誌
７日（木） 新旧クラブ協議会 松魚亭にて

１４日（木） 次年度クラブ管理運営委員会炉辺会合 犀楽にて
２８日（木） 最終夜間例会 松魚亭にて

第 118 回ゴルフコンペ成績　　　
平成２４年６月２８日（木）　片山津ＧＣ　加賀コース

O  I G H N
優 勝 大 村 精 二 ４６ ４６ ９２ ２５ ６７
準優勝 山 上 公 介 ４３ ３９ ８２ ７ ７５
第３位 高 岡　 昇 ４７ ４７ ９４ １８ ７６
第４位 水 巻 啓 光 ４５ ３９ ８４ ６ ７８
第５位 安宅真由美 ５２ ４９ １０１ ２０ ８１
第１０位 横 井 清 治 ５８ ５７ １１５ ３０ ８５
Ｂ　Ｂ 佃　　一 成
木下和吉会長杯　松本範夫
ニアピン　　　　松本、佃、安宅（雅）、水巻

7・8月の例会変更のご案内

………………………………金沢ＲＣ………………………………
８月１日（水）１８：００～「納涼懇親会」金沢ニューグランドホテル

８月１５日（水）休　会
８月２９日（水）時間未定  早朝例会  

………………………………金沢東ＲＣ………………………………
８月１３日（月）休　会

８月２７日（月）１８：３０～「夏の納涼例会」金沢国際ホテル
……………………………金沢西ＲＣ……………………………

８月３日（金）時間・場所未定「納涼例会」
８月１７日（金）休　会

…………………………金沢南ＲＣ…………………………
８月１４日（火）休　会

８月２１日（火）１８：３０～「納涼例会」　会場未定
………………………金沢北ＲＣ………………………

８月９日（木）１８：００～「納涼例会」白糸川床
８月１６日（木）休　会

…………………………………香林坊ＲＣ…………………………………
８月６日（月）１８：３０～「納涼会」れんが亭

８月１３日（月）休　会
……………………………みなとＲＣ……………………………

７月３１日（火）１８：００～「納涼家族夜間例会」
ANA クラウンプラザホテル金沢

８月７日（火）休　会
８月１４日（火）休　会

………………………………百万石ＲＣ………………………………
８月１６日（木）休　会

講 話 予 定

７月５日（木）
会長・幹事・理事ご挨拶

７月１２日（木）
（株）ハートランド総研代表取締役　佐々木直氏

７月１９日（木）
ガバナー補佐訪問

７月２６日（木）
兼業大家　河上伸乃輔氏

８月２日（木）
ガバナー公式訪問

ゲスト　荒川勝治　氏



2012-2013年度国際ロータリーテーマ

Peace Through Service「奉仕を通じて平和を」 ＲＩ 会長　田 中　作 次

2012-2013年度金沢北ロータリークラブテーマ

楽しくつなごう ロータリーの絆 会長　玉 田　善 明

楽しくつなごう ロータリーの絆
会長　玉 田　善 明　

新任のご挨拶
幹事　小 泉　幸 雄　

大場松魚先生を偲ぶ
会員　米 澤　修 一　

　この度、第 39 代金沢北ロータリークラブ会長を
お引き受け致しました玉田善明です。どうか宜しく
お願い申し上げます。
42 歳の 1990 年入会、1992 年 43 歳で玉田工業
株式会社の社長就任、爾来 22年が経過して 65歳を
迎える今年は、名誉ある北ロータリークラブ会長と
成りました。
　就任早々は社長業に追われ、ロータリー活動も
ままならないまま 12年が経過、2002 年に佃会長の
幹事として、それなりにロータリーの何かを学んだ
つもりでした。
　しかし、それからアッと言う間に苦節 10年が経ち、
まだまだロータリーの奉仕の何たるかを理解出来な
い自分を感じます。
　歴代の会長が築いて来られました、絶えること
無き我らがクラブの栄光のバトンを受け継ぎ、引き継
ぐ使命感に緊張と同時に、メラメラと熱い想いが
燃えて来ます。
　浅学菲才な私ですが、想いと情熱は人一倍持って
いると自負するものです。どうぞご指導とご鞭撻を

　1973 年（昭和 48 年）私
は大場先生と同じく当クラブ
にチャーターメンバーとして
入会しました。会員 38名の
発足でしたが、小生 30才で
一番の若僧でした。
　会員には親程歳が離れた方
も多く、言葉遣い一つとって
も緊張の連続でした。しかし

そのお歴々も厳しい半面、若いメンバーには面倒見が
良く何事も相談に乗って頂きました。大場先生にはお
仕事中の厳しい表情とは打って変ってクラブではい
つも笑顔で接して貰いました。
　先生との想い出に忘れられない事があります。当時
炉辺会合は夫々の会員宅で行うのが原則で、家族共々

　今年度、玉田会長のもとで幹事を務めさせていた
だくことになりました。
並み居る諸先輩ロータリアンが、脈々と培ってこら
れた金沢北ロータリークラブの幹事の任を受けるに
際して、身の引き締まる思いでおります。
　玉田会長の本年度のテーマである“楽しくつなごう
ロータリーの絆”という言葉で、若輩ながら、
少しでも金沢北ロータリークラブに奉仕出来れば
幸いと感じております。玉田会長の指示を受けながら、
会員の皆さんが楽しいひと時と、会員同士の絆が
更に深まり、同じ方向を見つめていけるクラブになれ
ばと思っています。
　“絆”とは、断つことの出来ない、人と人との結び
つき。言葉の由来は「離れないように繋ぎとめる綱」
という意味からこの言葉が生まれたと聞いておりま
す。
　金沢北ロータリークラブに属した瞬間から、この
絆は生まれていると思っています。

お願い致します。
　今期は「楽しくつなごう ロータリーの絆」をテー
マに会員相互の絆を大切に、地域社会におけるロー
タリアンとしての仲間、奉仕の実践活動をして参り
たいと思います。
景気もまだまだ厳しい昨今ではありますが、私達は
今こそ ｢それでこそロータリー」「奉仕の理想」の詩
の如く、格好良くロータリアンライフを満喫し、実
践して参りましょう。
　益々会員の減少傾向にある我らのクラブにおいて、
ＣＬＰを継続することで、より有効に奉仕部門の目標
達成を行って参ります。「継続は力なり」と申します
が、伝統と栄光の我らが金沢北ロータリークラブも、
次年度は栄えある４０周年を迎える事になります。
　会員相互の絆を大切に皆様共々、良きロータリー
年度と成りますよう、小泉幹事共々、一生懸命に
努力をして参ります。
　どうか会員諸兄の皆様の暖かいご理解と、ご鞭撻
をご頂戴戴きますようお願い申し上げまして、就任
のご挨拶と致します。

親睦を深めようとの主旨からでした。昭和 57年人間
国宝になられて間もなく、小生が委員長で自宅で会合
を持ちました。当然、家内も気を遣った様でしたが、手
づくりの料理で夜遅くまで大いに盛り上がったので
したが、日本酒好きの先生は大分お召しになり、お宅ま
でお送りした事がありました。
　二つには、浅の川園遊会でグッズを作る事になり先
生に図柄を依頼、快くお引き受けいただいたのですが、
画の下に〝浅の川園遊会〟の文字もとお願いしたら
字は「修ちゃん、君が書いたら」と言われ、調子に乗り
恐れ多くも人間国宝の先生と合作となりました。
　今、ここにクラブの作品展にて頂戴した「平文の棗」
があります。改めて手にしつつ常に感性を磨き、美を
探究された先生と優しい眼差しを注いで頂いた先生
に、謹んでご冥福をお祈り申しあげます。　　　合掌

　この金沢には、８つのロータリークラブがありま
すが、その中で会員の皆様がこの金沢北ロータリー
クラブに入会されたことも素晴らしいご縁です。
また、私がその一員に迎えていただいた御恩を忘れず
に、その結びつきを更に強固にして、楽しい金沢北
ロータリークラブの一助になればと、感じておりま
す。
　入会時に、修練委員会で教えていただいた、ロー
タリーとは様々な職業の方々が利害に関係なく、
お互いの職業で培われた知識と経験を通じて、仲間に、
そして社会に奉仕していくクラブ、という言葉を
再度認識して任を推進していく所存です。
　ロータリー歴の短い私ですので、未熟なところも
あるとは思いますが、皆様方のアドバイスとご指導
を賜りながら、務めていく所存です。どうぞ温かく
見守っていただきながら、この１年、玉田丸の順風
な船出と運営のご協力を、お願い申し上げます。

木下会長最後のご挨拶

ゴルフ総合優勝の大村会員

中村幹事 お疲れ様でした 今宵のメインディッシュは
「能登の本マグロ」

会長杯ゲットの松本会員 玉田会長エレクト、頑張って！

チがありました。
　その後、山上会員から「枕として使用するだけで
痩せた」という塩枕の提供をいただきました。「やせる」
という言葉が出席した会員の心に火をつけ、５つの塩
枕をめぐる争奪戦（ジャンケンゲーム）がなされまし
た。
最後に、玉田新会長による閉会の挨拶では、次期の
抱負についても語られました。
　木下会長、中村幹事に対する感謝の念と、玉田新会
長、小泉新幹事の新体制のもとで、何かおもしろい事
が起こるという期待感を感じ、松魚亭を後にしたのは
私だけではなないと思います。

最終夜間例会
例会担当　屶 網　大 介　

　６月２８日（木）、松魚亭にて最終夜間例会が開催
されました。
　文字どおり、木下会長、中村幹事のもとで開催され
る最後の例会であって、木下会長、中村幹事から玉田
次期会長（以下「玉田新会長」といいます）小泉次期
幹事（以下「小泉新幹事」といいます）に対し、それ
ぞれバッチが手渡されました。
　木下会長、中村幹事のご挨拶や表情から、一年間
やりきったという達成感と安堵感が感じ取れました。
　宴会中、当日の昼に片山津ゴルフ倶楽部において
開催されたゴルフコンペの成績発表が行われ、優勝
した大村会員、会長賞を受賞した松本会員のスピー


