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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。

小間井君
会長にひかれて、お参りに来ました。

木下君  西病院と山崎屋の役員になりました。老いて盛んに頑張
ります。

高畠君  ちょっといい事があって。
合計２２，０００円（累計１４３，０００円）

第 1858 回例会
1０月１１日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　松魚亭

１．講　話
カイロプラクティック理学修士　近藤千弥子　氏

「健康は正しい姿勢から」
２．出　欠

出席　３０名　　欠席　２０名
出席率　６２．５０％
ビジター　１名

３．来訪者（敬称略）
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  本日の講師、近藤様のお話を楽しみにしています。

合計２，０００円（累計１４５，０００円）

理　事　会　報　告
1０月１１日（木）出席者１０名

◆審議事項
　①柔道大会の件　１０月１４日（日）９：００～　石川県立武道館
　　にて
　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指名委員会発足の件

第 1859 回例会　お月見夜間例会
1０月１８日（木）晴れ　18：30 ～ 20：30　　松魚亭

１．点　鐘
ロータリーソング「それでこそロータリー」
ご挨拶　　　 　玉田会長
ニコニコボックス披露（例会担当）
乾　杯　　　 　玉田会長
マジック　　　ヤマギシ・ルイ氏
歓　談
閉会の挨拶　　奥田会長エレクト
ロータリーソング「手に手つないで」
点　鐘

２．出　欠
出席　２３名　　欠席　２７名
ご夫人　６名　　出席率　４７．９２％

３．ニコニコボックス
玉田君  今夜のお月見例会、ゆっくりと一献傾けましょう。
小泉君  初孫が生まれました。「じいちゃん」とは呼ばせない！

なんて呼ばせよう…
内堀君  １０月１４日（日）柔道大会、成功裡にて無事終了することが出

来ました。参加下さった会員各位、当日プログラムにご協力
下さった会員各位の皆様方には、厚くお礼申しあげます。

合計４，０００円（累計１４９，０００円）

１０月クラブ日誌
４日（木） 創立３９周年記念例会 松魚亭にて

１１日（木） １０月定例理事会 松魚亭にて
１４日（日） 第４３回金沢市少年柔道大会 石川県立武道館にて
１８日（木） お月見夜間例会 松魚亭にて
２８日（日） 親睦家族旅行 滋賀方面

第 1860 回例会
1０月２５日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　松魚亭

１．講　話
　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」
２．出　欠
　出席　３０名　　欠席　２０名
　出席率　　６２．５０％
　ビジター　１名
３．来訪者（敬称略）
　金沢みなと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、中川様のお話、楽しみにしています。

奥田君  佃一成先輩、金沢市産業功労賞受賞、おめでとうございます。
合計４，０００円（累計１５３，０００円）

11・12月の例会変更のご案内

……………………………………金沢ＲＣ……………………………………
１１月７日（水）地区大会へ振替休会 

１２月１９日（水）時間未定 「イヤーエンドパーティー 」 ホテル日航金沢
１２月２６日（水）休 会

………………………………金沢東ＲＣ………………………………
１１月１２日（月）地区大会へ振替休会

１２月１０日（月）１８：３０～金沢スカイホテル「年忘れ家族例会」
 １２月３１日（月）休　会

………………………………金沢西ＲＣ………………………………
１１月９日（金）地区大会へ振替休会

１２月２１日（金）時間未定　「家族親睦例会」　金沢都ホテル
１２月２８日（金）休　会

……………………………金沢南ＲＣ……………………………
１１月１３日（火）地区大会へ振替休会

１２月１８日（火）１８：３０～「年忘れ家族会」　ホテル日航金沢
１２月２５日（火）休　会

……………………………金沢北ＲＣ……………………………
１１月８日（木）休　会

１１月２２日（木）休　会
１２月２０日（木）１８：３０～年忘れ会　松魚亭

１２月２７日（木）休　会
……………………香林坊ＲＣ……………………

１１月１２日（月）地区大会へ振り替え休会
１２月１７日（月）「年忘れ会」　エクセルホテル東急

…………………………みなとＲＣ…………………………
１１月１３日（火）地区大会へ振り替え休会

１２月１８日（火）「年忘れ会」　１８：３０～　ＡＮＡホテル
……………………………百万石ＲＣ……………………………

１１月８日（木）地区大会へ振り替え休会
１２月２０日（木）「年忘れ会」　ホテル日航金沢

講 話 予 定

１１月８日（木）
地区大会に振り替えのため休会

１１月１５日（木）
日本銀行金沢支店長　北原道夫氏

１１月２２日（木）
定款第６条第１節により休会

１１月２９日（木）
中華東方航空支店長　李　莉　氏

中川　計三　氏

ヤマギシ・ルイ　氏

近藤　千弥子　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

第４３回金沢市少年柔道大会
青少年奉仕委員長　内堀　茂　

　平成 24 年 10 月 14 日（日）に標記大会が、
金沢市柔道協会主催・金沢北ロータリークラブ
後援にて開催されました。
　前日の 13 日（土）、大会開催にあたり懇親会
が開催され、木下会員、小泉会員と私が出席
いたしました。会場には大会長の西氏をはじめ、
関係者約 60 名が参加。西会長から、松本薫
選手のロンドンオリンピック金メダル獲得の
祥賀の挨拶があり、会場がいっぺんに盛り上
がりました。賑やかな雰囲気の中、木下会員
が当クラブを代表して、金沢北ロータリー
クラブの賞典費目録を西会長にお渡しし、
無事懇親会を終えました。
　大会当日、秋晴れの下、緊張感をもって
早めに会場に着きましたが、既に会場は、
練習をする選手達の熱気で一杯でした。
　ロータリー関係者の柔道着が準備されており、
さっそく着替えて会場入りしました。黒帯を
キュッと締め、会場入り口で礼をして入場
したら、背筋がピンと伸び、一端の柔道家に
なったような錯覚で全員席に着きました。
大会長挨拶、当クラブ玉田会長挨拶、金沢市
長祝辞の後、さっそく試合開始です。
　約 200 名の選手参加で、小学生団体戦、
中学生の個人戦から始まりました。

　私たちの目の前は、小学生の試合です。
36 キロの選手が、70 キロの選手を押さえ込
んでの一本勝ち。相手選手を、背負い投げで
宙に舞わしての一本勝ち。女子選手が男子選
手相手に、俊敏な動きでの技あり。団体戦の
後は、個人戦の五人抜き、四人抜き、三人抜
き等、目の前の熱戦に興奮し、手に汗を握り、
アッと言う間に戦いは終了しました。
　表彰式では、玉田会長をはじめ、我々参加者
がメダル授与をすることができ、少年選手と
ガッチリ握手しました。各挨拶の中で、礼に
始まり礼に終わる柔道の精神、勝負にこだわる
日々の修養、勝負相手への思いやりが云われて
いました。まさに、青少年の健全な育成に
つながる「金沢市少年柔道大会」でした。
　金沢北ロータリークラブの後援で、今後も
発展継続し、第二、第三の松本薫選手が育つ
よう期待をもった一日でした。
　最後に、大会開催にお世話になりました
関係者の皆様、ご参加いただいた会員各位、
当日プログラムの広告掲載にご協力下さった
会員各位には、心より感謝申し上げます。

参加者：玉田・小泉・木下・内堀・奥田・中田・
大場・濱井・屶網・的場・広沢

早朝例会
例会運営委員長　大場　修　

　９月 27 日（木）、早朝６時の気温は 17 度。
暑かった夏も終わり、ようやく過ごしやすい
季節を迎え、清々しい朝となりました。松魚亭
さんの駐車場に集合し、３台の自動車に
乗り合わせて会場となる月心寺さんへ向かい
ます。
　月心寺さんは曹洞宗の古刹で、慶安３年

（1650 年）開創、万治元年（1653 年）に
現在の山の上町へ移られました。茶道裏千家
の祖・千叟宗室の墓や歌碑 ・代々の大樋
長左衛門が葬られていることなどで有名
です。
　当日は、ご住職の勝田会員に例会の進行

など全てを引き受け
て いただきました。
点鐘から始まって、
まずは坐禅。若い頃
には簡単にできたは

ずなのに、体が硬くなっているのか暫く
すると姿勢が崩れてしまうのが自分でも
わかります。警策でパシッと肩を叩かれ、
励まされているにも拘わらず、10 分程度
が精一杯でした。続いて朝のお勤め・法話、
一休さんのお話が印象的でした。その後、
お粥とお漬け物の小

しょうじき

食、お茶とお菓子を
頂いて解散となりました。
　次の例会で、早朝例会に出席された方数
人とお話したのですが、朝の非日常的な
ことが刺激的とあって、全員が定期的に
早朝例会を開催して欲しいと仰っていました。
また、勝田会員の片町での振る舞いを思い出
すと、とても同一人物とは思えないといった
失礼？な感想も。
　勝田住職、どうも有難うございました。
日頃、殺生を重ねる私ですが、次回の早朝
例会を楽しみにしています。

第 1857 回例会　創立 39 周年例会
1０月４日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　  　松魚亭

１．講　話
米山奨学生　尹曼琳さん

「私とガーナ」　
２．出　欠

出席　３７名　　欠席　１３名　　出席率　７７．０８％
ビジター　１名

３．来訪者（敬称略）
金沢西ＲＣ　　和田英夫

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）
１６ヶ年　　濱井弘利

６．お誕生日祝い（敬称略）
３日　　玉田善明
９日　　米澤修一

２０日　　屶網大介、野村千秋

２２日　　上月秀一
３１日　　高岡　昇　

７．ご結婚記念日祝い（敬称略）
１３日　　魚住安彦
１６日　　山上公介、油井敏男
１９日　　中村實博
２５日　　高岡　昇
２６日　　本岡三千郎
２７日　　安宅雅夫　

８．ニコニコボックス
玉田君、小泉君

尹曼琳さんのお話、楽しみにしています。
奥田君  今日、金沢北ＲＣは３９周年の記念例会です。創立は、

昭和４８年１０月３日です。改めて皆様方、ご苦労様です。
玉田君  昨日、６５歳の誕生日を迎えました。晴れて、高齢者の

仲間入りです。
屶網君  誕生月のプレゼント有難うございます。２人の子供は、

元気に育っており、感謝の日々です。
上月君  今月は誕生月です。お祝い有難うございます。
魚住君  東日本復興チャリティウオークで、七尾～小松の 103 キ

ロを、娘が完歩しました。

尹　曼琳　氏


