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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。

松本君  ゴルフ同好会において、年間優勝させて頂きました。有
難うございます。素敵な会長賞を頂き、感謝しておりま
す。また、玉田会長・小泉幹事、今日から一年宜しくお
願いします。

中川君、大場君
一年間宜しくお願いします。

合計３４，０００円

第 1846 回例会　
７月１２日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　松魚亭

１．講　話
（株）ハートランド総研代表取締役　佐々木　直　氏
「今、日本に必要とされている“古典学習陶冶会”の目的は何か」

２．出　欠
出席　３０名　　欠席　１９名　　
出席率　６３．８３％　　ビジター　２名

３．来訪者（敬称略）
金　沢ＲＣ　　河野良三
金沢西ＲＣ　　澤田幸壮

４．幹事報告
・例会終了後、理事会開催

５．ニコニコボックス
玉田君、小泉君

本日の講師、佐々木様のお話を楽しみにしています。ま
た、上月君、布村君、松田君のご入会を祝して。

畠　君  佐々木先生のお話を楽しみに。
木下君、中村（芳）君

第２８代会長・幹事顕彰を受けて。
安宅君、小泉君、中村（芳）君、野村君

上月君、布村君、松田君、ご入会おめでとうございます。
屶網君  松田会員を宜しくお願いします。
上月君、布村君、松田君

本日より、入会させて頂きます。何卒宜しくお願い致し
ます。

合計２１，０００円（累計５５，０００円）

理　事　会　報　告
７月１２日（木）出席者１１名

◆審議事項
①納涼例会（８月９日）の件
②年忘れ、会員作品展の件
　本年度も、魚住会員と二塚会員にご依頼の予定
③親睦家族旅行の件
　秋に検討中

◆その他
①合田会員、例会にご夫人（食事代実費負担）同行される予定
②同好会の発足　　　（仮）釣り同好会
③北海道旅行の件

第 1847 回例会　ガバナー補佐訪問
７月１９日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　松魚亭

１．講　話
石川第一分区 B ガバナー補佐　木場紀子　君

「１５年目に思うこと」
２．出　欠

出席　３３名　　欠席　１７名　　
出席率　６８．７５％　　ビジター　２名

３．来訪者（敬称略）
金沢西ＲＣ　　　中村雅代
香林坊ＲＣ　　　池田義則

４．幹事報告
・例会終了後に、ガバナー補佐とのクラブ協議会開催

５．ニコニコボックス
ガバナー補佐　木場紀子君

本日は、どうぞ宜しくお願い致します。
玉田君、小泉君

皆様、暑い日が続きます。熱中症にはお気を付け下さい。
本日は、木場ガバナー補佐をお迎えして。

奥田君、高畠君
木場紀子ガバナー補佐をお迎えして。

合計９，０００円（累計６４，０００円）

ガバナー補佐との
クラブ協議会

第 1848 回例会　
７月２６日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　松魚亭

１．講　話
シナジーペース　代表　河上伸之輔　氏

「石川県に起業の文化を」
２．出　欠

出席　３２名　　欠席　１８名　　
出席率　６６．６７％　　ビジター　２名

３．来訪者（敬称略）
金沢東ＲＣ　　山本晴一
みなとＲＣ　　南野達也

４．ニコニコボックス
玉田君、小泉君

本日の講師、河上氏のお話楽しみにしています。
合計３，０００円（累計６７，０００円）

７月クラブ日誌
１２日（木） 新会員研修会 松魚亭にて

７月定例理事会 松魚亭にて
１９日（木） ガバナー補佐訪問 松魚亭にて
２４日（木） クラブ管理運営委員会炉辺会合 とどろき亭にて

講 話 予 定

８月９日（木）
納涼例会　白糸川床にて

８月１６日（木）
定款第６条第一節にて休会

８月２３日（木）
ナカノ・マクレーン（マジシャン）

８月３０日（木）
会員　布村安弘君

ゲスト　佐々木 直　氏

木場紀子　氏

ゲスト  河上伸之輔   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

私の名刺

上月　秀一（こうづき　しゅういち）
Ｓ３４．１０．２２生まれ
三井住友海上火災保険 (株 ) 金沢支店長
職業分類：損害保険

松田　光代（まつだ　みつよ）
Ｓ４２．３．１３
西井法律事務所
職業分類・弁理士

　三井住友海上金沢支店に勤務しております上月（こうづき）
と申します。今春、前任の今井暁が人事異動により転勤致し
ましたので、その後任として金沢に着任し、小泉様と中村（芳）
様にご紹介賜りまして、金沢北ロータリークラブ様に入会さ
せて頂くことになりました。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
　私は、神戸で生まれて育ちました。その後、入社した会
社が全国転勤型の企業だった関係で、これまで数回の異動
を経験致しましたが、偶然、勤務地は東京と大阪に限られ
ておりました。今般、初めて金沢にて就業させて頂くこと
になり、新鮮な気持ちで毎日を過ごしております。
　着任前に抱いていた金沢の印象は、美しい自然、永い歴史
に培われた文化都市、数多くの名所旧跡を有する観光地でし
たが、実際に生活してみますと、旧来の印象に加え、人と人
が織り成す地域社会、人間関係を大切にする古き良き時代の
日本が、金沢の地に残っていることに気付きました。　

　この度、金沢北ロータリークラブに入会させていただく
ことになりました松田でございます。入会にあたりまして
中村（芳）様、屶網様はじめ会員の皆さまにご配慮いただき
まして心からお礼申し上げます。
　私は、おわら風の盆で有名な八尾町（現在は富山市）の
出身です。大学卒業後、新聞記者をしておりましたが、結
婚を機に退職、金沢で三人の子の子育てをしながら義父の
特許事務所を手伝っておりました。地元金沢大学にロース
クールができるということで、家族の勧めもあり入学し法
律を学ぶことになりました。大学での専攻は国文学であり
これまで法律を体系立てて学ぶ機会がなかったため戸惑い
もありましたが、運よく司法試験に合格することができま
した。
　幼いころから日々雪をいただいた立山連峰を見て育ち、
富山以上に住みやすくて景色のよい街はないと思っており
ましたが、縁あって金沢に根を下ろし、仕事・子育てを通
じて多くの体験をさせていただくうちに、生まれ故郷と

　過去、ロータリークラブに所属した経験はありません。
サラリーマンの私にとって、地域の名士の方々とクラブ
を通じてご一緒させて頂くことは大変光栄に存じますが、
同時に分不相応でもあります。当然のこと乍ら、先輩諸
氏にご迷惑をお掛けすることが無いように心がけると共
に、せっかく着任させて頂いた歴史と文化の町、金沢で
皆様とご一緒させて頂く光栄な時間を大切にしたいと
思っております。
　趣味は、下手なゴルフ、雪が降れば毎週スキーに通う
ほか、釣り、登山など、遊びだけは多種多彩です。加えて、
金沢の美しい空気を感じつつ、毎朝、金沢城～浅野川周
辺をジョギングしています。
　7 月からご一緒させて頂きますので、どうぞ宜しくお
願い申し上げます。

同じくらい金沢が好きになりました。今では、立山連峰を
眺めることと同じくらい、白山や医王山の山並みを眺める
とほっとして心が癒されます。
　現在は、西井法律事務所に席を置き弁護士として活動す
るとともに、弁理士としても登録し、通常の弁護士業務に
加え義父の特許事務所と連携しながら、知財関連の仕事も
行っております。
　弁理士であり義父である松田忠秋が、本年６月まで当会
に在籍させていただいておりました関係で、これまで何度
かクラブ主催のイベントには参加させていただいており
ました。
　仕事も子育てもまだまだ修行中の身ではありますが、こ
れからは会員として、ロータリークラブの精神であります

「社会奉仕活動」を実現できるよう精進させていただきます。
　皆様にはご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、
今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

布村　安弘（ぬのむら　やすひろ）
Ｓ３４．９．２７
むつき経営総合事務所　代表
職業分類：経営コンサルタント

　この度、木下様、中村（芳）様のご推薦を賜り、歴史あ
る金沢北ロータリークラブに入会させていただくことにな
りました布村と申します。 諸先輩の皆様、どうぞよろし
くお願い申し上げます。
　経営コンサルタントと聞くと、「人を指導するのは大変
だろう」「経営は理想論ではできない」と言われることも
ありますが、現実はとてもとても泥臭く、その実情は「企
業よろず相談員」のような仕事だと思っています。 クラ
イアントの多くが関西のため非常に出張が多いのですが、
週一回の例会にはぜひ参加させていただき、皆様との親
交を深めて、楽しいひと時を過ごさせていただきたいと
思います。
　私は名古屋市出身で、昭和 57 年に転勤のため高岡市
に赴任してきた後、金沢に移動となり四十万に居を構え
現在に至っています。 生活習慣・・・とりわけ、食につ
いては赤味噌文化で、濃い味付けの名古屋育ちですので、
いまだに北陸の味付けには慣れません。 また、金沢の控
えめな人間性に戸惑うことも多くありました。 ただ、こ
の１０年ほどは小学校の PTA 活動に参加していくこと
で、その認識も徐々に変わってまいりました。 心を許せる

友人もいない土地で、愚痴も気軽に言えないことに些か
のストレスを感じたこともありましたが、今では多くの
仲間に囲まれ、まるで四十万が生まれ育った故郷のように
暮らしています。 これは、ひとえに様々な「出会い」があっ
たからこそであり、何よりも私を「仲間」として受け入
れてくださった地域の方々の存在が大きかったのだと思
います。 ここで金沢北ロータリークラブに入会させてい
ただいたことで、さらに人間関係の輪を広げ、しっかり
と金沢に根を張り続けていきたいと考えています。
　三人の娘たちは、それぞれ大学・高校・中学と、父の
熱い想いに気づかず順調に巣立ち始めており、今こそ海
に恵まれた北陸で釣り三昧といきたいのですが、もう
暫くは仕事に追われる日々が続きそうです。 五十を過ぎ、
殺伐と仕事オンリーではなく、心豊かに日常を過ごすた
めにも生活への意識改革が必要なのだと感じる年齢にも
なってまいりました。 ロータリーという場を、これから
の自分の生活にどのように活かしていけるのか、とても
楽しみにしています。
　まだまだ若輩者ではございますが、どうぞよろしく
お願い致します。

第 1845 回例会　
７月５日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　  　松魚亭

１．ご挨拶
玉田会長、小泉幹事、吉井君、安宅君、中川君、木村君、
大場君

２．出　欠
出席　３３名　　欠席　１６名　　
出席率　７０．２１％　　ビジター　１名

３．来訪者（敬称略）
みなとＲＣ　　鳥毛ミチ

４．幹事報告
・京都洛北・相模原南ＲＣより新年度にあたり祝電拝受

５．皆出席顕彰（敬称略）
　  　３１ヶ年　　高畠菊丸
  　　２５ヶ年　　辻　利陽
　　　８ヶ年　　中村芳明
　　　４ヶ年　　中川茂樹　　
　　　１ヶ年　　野村千秋　　寺岡健一

６．お誕生日祝い（敬称略）
　　　　３日　　辻　利陽
　　　　５日　　安宅雅夫
　　  　２９日　　本岡三千郎

７．ご結婚記念日祝い ( 敬称略 )
　　　　６日　　佐賀　務

８．ニコニコボックス
玉田君、小泉君

今日から新年度が始まります。会長・玉田と、幹事・小
泉が頑張って参りますので、皆様宜しくお願い致します。

奥田君  玉田丸の就航を記念して。
中田君  玉田丸の出航、おめでとうございます。
畠　君  玉田丸の就航を祝って。
卯野君、中村（實）君

玉田会長、小泉幹事の船出を祝して。一年間宜しくお願
いします。

勝田君  玉田会長、小泉幹事、役員の皆様には、一年間宜しくご
教導をお願い致します。本日は、親しくご挨拶をさせて
頂く予定でおりましたが、務めが入ってしまい、やむな
く欠席させて頂きます。

高畠君  お陰様で、３１カ年皆出席顕彰を頂きました。また、玉
田年度のスタートを祝して。

辻　君  お陰様で、ロータリーに入会して２５年になりました。
今後とも、宜しくお願いします。

中村（芳）君
皆出席顕彰、有難うございます。

寺岡君、野村君
玉田会長・小泉幹事、一年間お世話になります。なお一ヶ
年の皆出席顕彰を受けて。

大村君  玉田会長・小泉幹事、一年間お世話になります。また、
先日のゴルフコンペで、最高齢者が優勝しました（北Ｒ
Ｃの珍事？）皆様に感謝、健康に感謝。


