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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。

８．ニコニコボックス
玉田君、小泉君

シニアソムリエ木村会員のお話、楽しみにしています。
益々お酒が好きになりますように。

木村君  会員番号１７９番の木村です。１０数年ぶりの講話です、
宜しくお願い致します。また、今月のお誕生日プレゼン
トは「とどろき亭」のガトーショコラです。美味しく召
し上がって頂けましたら、幸いです。有難うございます。

大村君  健康で、４０カ年を迎えることが出来ました。有難うご
ざいます。また、今月８１歳になります。

濱井君  誕生日のお祝いを頂きまして、有難うございます。
中村（實）君

誕生日プレゼント、有難うございます。あと２日で還暦
です。大きな節目を迎え、新たな気持ちで頑張ります。

佐賀君  誕生祝いを頂き、有難うございます。６５歳の実感はあ
りませんが、高齢者の仲間入りです。

合計２０，０００円（累計１１１，０００円）

第 1854 回例会
９月１３日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　松魚亭

１．講　話
金沢工業大学工学部機械系航空システム工学科　赤坂剛史　氏

「南極マラソンから、私は何を学んだか」
２．出　欠

出席　３０名　　欠席　２０名　　
出席率　６２．５％　　ビジター　１名

３．来訪者（敬称略）
百万石ＲＣ　　谷伊津子

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、赤坂様のお話を楽しみにしています。
合計３，０００円（累計１１４，０００円）

理　事　会　報　告
９月１３日（木）出席者１０名

◆審議事項
　①納涼例会決算報告
　②親睦家族旅行の件
　　１０月２８日（日）７：００～１９：００　
　　訪問先：佐川美術館、クラブハリエ＆たねやショップ　
　③柔道大会の件
　　１０月１４日（日）石川県立武道館にて
　　本年度も、賞典費として２５万円拠出する
　　・大会プログラム広告掲載募集の件（１万円～）
　④奉仕プロジェクト委員会新規事業の件
　　金沢市中学生文化創造夢空間・茶道部活動への支援の件
　　資料を作成し、１０月理事会にて再検討する。　
　⑤その他

第 1855 回例会　
９月２０日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　松魚亭

１．講　話
ヨガ・チーフインストラクター　藤田京子　氏

「ヨガとは何か！生きることとは何か！」
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　　　澤田幸壮
みなとＲＣ　　　南野達也

４．ニコニコボックス
玉田君、小泉君

藤田京子さんのお話楽しみにしています。
中村（實）、松本君

先日、北海道旅行に行って来ました。お陰様で、みな無
事に帰って参りました。

奥田君  玉田会長、小泉幹事。東京小石川ＲＣ表敬訪問お疲れ様
でした。

合計７，０００円（累計１２１，０００円）

９月クラブ日誌
１３日（木） ９月定例理事会 松魚亭にて
２７日（木） 早朝例会 月心寺にて

第 1856 回例会　早朝例会
９月２７日（木）晴れ　6：30 ～ 8：00　　　月心寺

１．開会点鐘　　玉田会長
座禅指導
座禅　
朝課（朝のお勤め）
法話
小食（しょうじき）
呈茶
閉会点鐘　　玉田会長

２．出　欠
出席　２０名　　欠席　３０名　　出席率　４１．６７％

講 話 予 定

１０月４日（木）
米山奨学生　尹曼琳（イン・マンリン）さん

１０月１１日（木）　
健康科学士　近藤千弥子氏
「健康は正しい姿勢から」

１０月１８日（木）
お月見夜間例会

マジシャン　ヤマギシ・ルイ氏

１０月２５日（木）
システムアシストＮ　代表　中川計三氏
「ＮＯ！（脳）をＹＥＳ！にする秘訣」

赤坂　剛史　氏

藤田　京子　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

大村精二会員 40ヶ年皆出席達成
会員　米澤 修一　

　大村精二会員がこの
度、40 ヶ年皆出席の顕
彰を受けられました。誠
に称賛の至りです。おめ
でとうございます。
　単に 40 年と言います
が、我が子の様に生み育

てて来られた金沢北 RC に対する、並々ならぬ
愛情とエネルギッシュな情熱があったからだと
言って良いでしょう。それだけではありません。
　一つにはご健康であられた事です。入会当時
から体には自信があったことと、あの大きな
身体から想像出きます。
　二つには奥様はじめ、ご家族の後押しが
大であったからでしょう。
　三つには、お仕事の安定と社員の方々の
理解が浸透していた事ではないでしょうか。
　大村会員は、1972 年 9 月に金沢東 RC
に入会。新進気鋭の 40 歳。当時部内には
4RC。金沢東クラブでは 5 つ目のクラブを
浅野川以北で設立をと計画され、大村さんが
中心となり金沢北クラブの誕生に尽力され
ました。

　そして 1973 年 10 月に金沢東クラブより
故柴田三郎、越野民男、大村精二の御三方が
メンバーの要となり、当クラブの設立総会の
運びとなった次第です。
　翌 74 年 6 月に、認証状伝達式が MRO ホー
ルにて盛大に開催されたのでした。
　以来、新しい組織の改革の取り組みや事業
の展開では、いつもサジェスチョンを頂いて
居ります。大村さんにとって、やはり忘れられ
ないのは、創立 10 周年度の会長時ではない
でしょうか。1983 年特別例会を、金沢市文化
ホールにて開催。記念事業として、金沢北
地域誌「香我の譜」の発刊でした。金沢北
クラブテリトリーの有形無形の文化を集約
した本で、対外的広報としても大きな評価を
受けました。又同じ年度に、第 1 回金沢市
城北地区少年柔道錬成大会開催。青少年の
育成を目的としたこの事業は、継続事業として
今日に至っています。
　昨年傘寿を迎えられ、益々お元気な大村さん、
クラブの歴史と共に当クラブのご意見番
として、我々をご指導下さいます様、お願い
いたします。

第１回魚釣大会開催
会員　大場　修　

  9 月 8 日（土）〜 9 日（日）に、金沢北ロータリー
クラブ・魚釣同好会主催の第 1 回魚釣大会
が開催されました。場所は、能登島北東端
に位置する「えのめ町」の沖合です。
　8 日は梅屋旅館に夕方集合、宴会の後は
サッサと就寝、翌朝は夜明けと同時に梅屋丸
で出船という運びです。今回の参加者は
5 名。8 日夕方、各自思い思いの釣り道具
を持参して集合、入浴後ビールを飲みながら
明日の仕掛け作り、魚釣り談義。宴会では
新鮮な刺身、焼き魚を中心のお料理に舌鼓
を打ちながら、ここでも釣り談義が続き
ます。特に生きたアオリイカの刺身は絶品
でした。そのあと早々に就寝となったので
すが、明日の釣行への期待感とイビキで、
結局は睡眠不足のまま翌朝を迎えました。
　9 日 午 前 5 時、 い よ い よ 出 船 で す。
主な狙いはナメラ・ヤナギバチメ（標準和
名はキジハタ・ウスメバル）です。能登島の
東側は富山湾で、20 分も走れば水深 60 〜
100m となり、オモリも 100 号。実はこの
水深での釣りは、汐井会員以外は経験がない
釣りでした。
　最初は、何をどうすれば魚が掛かるのか
も判らないまま仕掛けを海底まで落とし、
アタリを待ちました。オモリが重いので、
アタリは少々判りづらいのですが、それでも

釣竿の小さな動きに
合わせて仕掛けを引
き上げてみると、あま
り大きくはなかった
のですがナメラが顔
を見せてくれました。

　今回狙った魚は、根魚（海底の魚礁や根
付近に居着いている魚）で、持参したのは
胴突き仕掛け 10 本針が多かったのですが、
魚が掛かってくるのは下から 3 本がほとんど
だったことから、仕掛けを半分に切って
使うなど工夫し、その後少しずつ手返しが
良くなったようです。
　釣果は船頭さんの腕が良かったのか、
12 時頃に終了するまで満遍なくというか、
パラパラというか釣れ続き、終わってみれば
クーラーボックスが相当に重くなっていま
した。今回の大物賞は（賞品はありませんが）
布村会員が釣り上げた、40cm を超えるナメラ
でした。竿頭は数えていませんのではっきり
判りませんが、おそらく中村芳明会員、 主
な狙いではなかったけれども嬉しい外道は、
中村芳明会員の黒ソイも大きかったけど、
屶網会員が釣上げた、食べて美味しいマト
ウダイに軍配を上げたいと思います。
  水深 100m 付近ではヤナギバチメがたくさん
釣れたのですが、10cm 程度のものが多かった
ように思います。船頭さんがこの辺の海を
荒らしまくっているので、魚が減っていると
仰っていたのですが、小さな魚は海へ返して
やるべきです。釣り上げた小さなヤナギバ
チメを放してみたのですが、残念ながら水
深 100m から引き上げられた魚は海底へ帰
ることができないようです。
　我々釣人にできることは小さな魚でも美
味しくいただいてあげることしかないのか
なと思いながら、能登島をあとにしました。

第 1853 回 例 会　　　　　　　　　
９月６日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　  　松魚亭

１．講　話
会員　木村功一　君

「ソムリエの仕事」　
２．出　欠

出席　３３名　　欠席　１７名　　出席率　６８．７５％
ビジター　１名

３．来訪者（敬称略）
金　沢ＲＣ　　河野良三

４．幹事報告　
・米山奨学生、尹曼琳さん来会

５．皆出席顕彰（敬称略）
４０ヶ年　　大村精二
３６ヶ年　　木下和吉

６．お誕生日祝い（敬称略）
１日　　濱井弘利
８日　　中村實博

１５日　　大村精二　
２２日　　佐賀　務
２７日　　布村安弘　

７．ご結婚記念日祝い（敬称略）
１５日　　森　　大
２７日　　布村安弘　


