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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。

③乾杯　　　　　　玉田会長　　　
④会員作品展抽選
⑤閉会の挨拶　　　奥田会長エレクト
⑥ロータリーソング ｢ 手に手つないで ｣

３．ニコニコボックス
玉田君、小泉君

本日の年忘れ会に、大勢の方々のご参加有難うございました。
大いに、飲んで騒ぎましょう。

奥田君 玉田会長、各役員の皆様ご苦労様です。来年もさらなる
ご指導のほど、お願い申し上げます。

木村君 今日は、沢山の会員、ご家族の皆様ようこそ。楽しい
ひと時をお過ごしください。
会員作品展にあたり、魚住君より１１５,０００円のニコボッ
クスを頂きました。

合計１２２，０００円（累計３２２，０００円）

第 1867 回例会　金沢８RC 新年合同例会
１月１０日（水）雪　18：30 ～ 20：30　ホテル日航金沢

１．式次第
ご祝儀　　　　　　　　　　素囃子　　　　　 三茶屋芸妓連
点　鐘　　　　　　　　　　金沢百万石ＲＣ会長     北山吉明
国歌斉唱 ｢ 君が代 ｣
ロータリーソング ｢ 奉仕の理想 ｣
金沢 8 ＲＣ代表挨拶　　　　金沢百万石ＲＣ会長     北山吉明
乾　杯　　　　　　　　　　RI2610 地区石川第一分区Ａ
　　　　　　　　　　　　　ガバナー補佐　山岸敬秀

―　懇　談　―

アトラクション　　　　　　和太鼓　美由紀座
閉会挨拶　　　　　　　　　次回ホスト金沢ＲＣ会長　辰川伸一
ロータリーソング ｢ 手に手つないで ｣
点　鐘　　　　　　　　　　金沢百万石ＲＣ会長　　北山吉明

２．出　欠
出席　３０名　　欠席　１８名　　出席率　６５．２２％

第 120 回ゴルフコンペ成績　　　
平成２４年１１月１８日（日）　白山カントリークラブ泉水

O  I G H N

優　勝 松 本 範 夫 ４６ ４３ ８９ １５ ７４

準優勝 安 宅 雅 夫 ４１ ３９ ８０ ３ ７７

第３位 水 巻 啓 光 ４３ ４１ ８４ ６ ７８

第４位 大 澤 久 廣 ４６ ４７ ９３ １５ ７８

第５位 山 上 公 介 ４４ ４１ ８５ ７ ７８

第１０位 屶 網 大 介 ５６ ５５ １１１ ２５ ８６

Ｂ　Ｂ 大 場 　 修

ニアピン　　　　辻、山上、大場、川面

１２月クラブ日誌

６日（木） クラブ年次総会 松魚亭にて

１２月定例理事会　 松魚亭にて

１３日（木） 次年度クラブ協議会 松魚亭にて

２０日（木） 年忘れ会 松魚亭にて

2月の例会変更のご案内

…………………………………金沢ＲＣ…………………………………

２月６日（水） 時間未定 「節分の会」金沢ニューグランドホテル

２月２７日（水）休　会

………………………金沢東ＲＣ………………………

２月４日（月）１８：００～「新春懇親例会」松魚亭

……………………金沢北ＲＣ……………………

２月２８日（木）１８：３０～「夜間例会」松魚亭

……………………………香林坊ＲＣ……………………………

２月４日（月）→２月２日（土）創立２５周年記念例会へ振替

２月２５日（月）休　会

講 話 予 定

１月１７日（水）
年男　「今年の抱負」 　吉井清君

１月２４日（木）
ホテル日航金沢チーフコンシェルジェ　小島久枝氏

「心の翼、旅の翼」

１月３１日（木）
（宗）白山比咩神社　宮司　村山和臣氏

「月のおはなし」

２月７日（木）
会員　畠善昭君

２月１４日（木）
メープルハウス社長　鍋島盛雄氏

魚住為楽会員作品展 玉田会長挨拶

ミニコンサート 手に手つないで

右から三人目は、野村会員



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

中田 龍一さんを偲んで
畠　　善昭　

惜　別　中田 龍一　君
米澤　修一　

身をけずり　人に尽くさん　すりこ木の
その味、知れる　人ぞ尊し

道元禅師

　この歌は、福井県曹洞宗永平寺に刻まれて
いる“道元禅師”が詠まれた短歌であり
ます。
　まさに、中田　龍一さんに贈られた
ことばの様な気がしてなりません。
　1月 7日、仕事始めの日に事務局から
追悼文の依頼がありました。
　まだ、私の心に生きているはずで、
一瞬戸惑いましたが、私の中田さんに対
する想いを会員の皆様方にお届けしたい、
の一心でお受けいたしました。
　ご存知のように、先月 12 月 28 日午後
8時19分、中田さんは仏様に手を引かれ
るように帰れぬ旅に発たれました。
　訃報を耳にしたとき、あまりにも突然で、
次の言葉が出てきませんでした。
　中田　龍一さんは 40 年以上にわたり
“株式会社中田屋”の社長として、地域
社会に多大な貢献をされました。
　またそのご活躍は会社のみならず
「石川県菓子工業組合理事長」「石川県観光
土産品公正取引協議会会長」をはじめ
として、数々の公職、要職を歴任してこられ
ました。

　「まさか・・・」突然の訃報を受け、我が
耳を疑いました。一週間位前に、町内の月一
の会合がありました。12月は龍一さんが
幹事で、いつものように差し入れの〝きんつ
ば〟を頂きながら、世間話しをした処でした。
以前から耳が遠くなって聞きづらいとは
言っていましたが、体には気を付けていた
と思ったのでしたが・・・。
県の菓子組合の理事長はじめ、多くの要職
に仕えてこられた龍一さん、その疲れが

　平成 18 年には、金沢市の経済の復興
と発展に貢献している企業に付与される
「第６回金沢市経済活動賞」もお受けに
なられました。
　表彰をお受けになられるたびに、これは
「社員が受けるものを私が代表してもらった
だけや」が口癖の、大変謙虚な方でした。
　この言葉は非常に重く、私如き凡人に
は口から出ません。
　そのうえ社会奉仕活動でも熱心で、
金沢北ロータリークラブの副会長として
ご活躍されており、次々年度の会長にも
決定していました。
　私も中田さんとご縁があり、その見識
の深さに対して深く尊敬を致しておりま
した。
　金沢北ロータリーの会員のみならず、
中田さんを知る人は、心ざし半ばで、
また重要な時期に、高い見識と経験豊富な
中田さんを亡くしたことは残念でなりま
せん。
　中田さんから学んだ崇高なる精神を、
今後の私たちのロータリーの精神に
活かしていくことをお誓い申し上げます。
　中田　龍一さんのご功績を称えつつ、
心からのご冥福をお祈り申し上げます。

合掌

あったのでしょうか。彼とは町内でも年令
も同じで、幼頃よりよく遊びました。青年期
には、好きなバイクやヨットで青春を謳歌
され、危険な目に何度か遭った話をよくし
ていました。
温厚で心やさしい彼は、誰からも信頼される
人柄は万人の認めるところでした。まだま
だ頑張って業界の為、地域の為に必要な人
材を失くして、残念無念です。心よりご冥福
をお祈り致します。　　　　　　　　合掌

第 1864 回例会
12 月６日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　  　松魚亭

１．講　話
会員　上月秀一　君

「保険のおはなし」
２．出　欠

出席　３５名　　欠席　１４名　　出席率　７４．４７％
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　
・米山奨学生　尹曼琳さん来会
・例会終了後、１２月定例理事会開催

５．お誕生日祝い（敬称略）
８日　　大澤久廣

１０日　　木下和吉
１２日　　大場　修

６．ご結婚記念日祝い（敬称略）
２０日　　木下和吉

７．ニコニコボックス
玉田君、小泉君

本日の講師、上月君のお話を楽しみにしています。
上月君    本日、お話しさせて頂きます。宜しくお願い致します。
木下君    お誕生日祝い、有難うございます。
大澤君    ６４歳になりました。

合計９，０００円（累計１９５，０００円）

理　事　会　報　告
12 月６日（木）出席者１１名

◆審議事項
①親睦家族旅行決算報告
②奉仕プロジェクト委員会新規事業の件

「夢空間」茶道部活動支援　　
１０万円（３年継続事業とする）

③その他
布村安弘氏　会費未納の為、入会取り消し

西村元一　氏

第 1865 回例会
12 月１３日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　松魚亭

１．講　話
日本赤十字金沢病院　副院長　西村元一　氏

「大腸がんを科学する―予防・検診をして治療まで」
２．出　欠

出席　３７名　　欠席　１２名　　出席率　７８．７２％
ビジター　２名

３．来訪者（敬称略）
金　沢ＲＣ　　河野良三
百万石ＲＣ　　谷伊津子

４．幹事報告　
・例会終了後、次年度理事会開催

５．ニコニコボックス
玉田君、小泉君

本日の講師、西村先生のお話を楽しみにしています。
大場君    誕生日のケーキ、美味しく頂きました。

合計５，０００円（累計２００，０００円）

第 1866 回例会　年忘れ会
12 月２０日（木）晴れ　18：30 ～ 21：00　　松魚亭

１．出　欠
出席　３０名　　欠席　１９名　　出席率　６３．８３％
ご家族　２０名

２．《例会》
①点鐘
②ロータリーソング ｢ それでこそロータリー ｣
③会長挨拶
④松魚亭さんへお歳暮
⑤幹事報告
⑥ニコニコボックス披露
⑦点鐘

　《年忘れ会》
①開会の挨拶　　　木村親睦活動委員長
②大澤明氏、坂本久仁雄氏　コンサート

ウェルカム ドリンクバー


