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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。

１月クラブ日誌

９日（水） 金沢８ＲＣ新年合同例会 ホテル日航金沢にて

１７日（木） １月定例理事会 松魚亭にて

第 1870 回例会
１月３１日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　松魚亭

１．講　話
白山比咩神社　代表役員宮司　村山和臣　氏

「月のおはなし」
２．出　欠

出席　３５名　　欠席　１３名　　出席率　７２．９２％
ビジター　５名

３．来訪者（敬称略）
東京小石川ＲＣ　　平野正俊
金沢東ＲＣ　　　　澤木範久　　臼井紳一
金沢西ＲＣ　　　　小林　洋
金沢みなとＲＣ　　村山和臣

４．ニコニコボックス
東京小石川ＲＣ　

中田会員を偲んで。
村山和臣君

本日、お話をさせて頂きます。
玉田君、小泉君

本日の講師、村山さんのお話、楽しみにしています。また、
東京小石川ＲＣの平野ご夫妻、ようこそ。

畠　君 村山宮司さんの講話、楽しみにしております。
魚住君 村山和臣さんをお迎えして。

合計２５，０００円（累計３６３，０００円）

第 1871 回例会
２月７日（木）曇り　12：30 ～ 13：30　　  松魚亭

１．講　話
会員　畠善昭君　　「無題」

２．出　欠
出席　２９名　　欠席　１９名　　出席率　６３．０４％
ビジター　１名

３．来訪者（敬称略）
香林坊ＲＣ　　鈴野　孝

４．皆出席顕彰（敬称略）
１１ヵ年　横井清治君

５．お誕生日祝い（敬称略）
１０日　　中川茂樹
２９日　　山上公介

６．ご結婚記念日祝い（敬称略）
２５日　　横井清治　　大聖寺谷敏
２６日　　中村芳明

７．ニコニコボックス
玉田君、小泉君

本日の講師、畠君のお話楽しみにしています。
山上君 誕生祝い、有難く頂戴致します。今年は幻の誕生日です。

（閏年生）
中川君 誕生祝い、有難うございました。

合計６，０００円（累計３６９，０００円）

第 1872 回例会
２月１４日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　松魚亭

１．講　話
（株）メープルハウス　社長　鍋島盛雄　氏
「飲食店でのサービス」

２．出　欠
出席　３０名　　欠席　１８名　　
出席率　６５．２２％　　ビジター　１名

３．来訪者（敬称略）
金沢南ＲＣ　　鍋島盛雄

４．幹事報告
・故中田龍一夫人、中田修子様より
　会葬のお礼
・米山功労者（玉田君、濱井君、
　吉井君）に、楯と感謝状贈呈

５．ニコニコボックス
金沢南ＲＣ　鍋島盛雄君

本日、お話をさせて頂きます。
玉田君、小泉君

本日の講師、鍋島盛雄氏のお話を楽しみにしています。また、
中田夫人、お久しぶりです。

合計１３，０００円（累計３８２，０００円）

理　事　会　報　告
２月１４日（木）出席者１０名

◆審議事項
①「仙台空港にモニュメントを設立する」寄付の件　会長に一任
②中田様より頂いた多額の寄付に関しては、今後どう運用して

いくか検討する。一旦、定期として保管する。

3・4月の例会変更のご案内

…………………………………金沢ＲＣ…………………………………

４月１０日（水）「観桜会」１８：００～金沢ニューグランドホテル

………………………金沢東ＲＣ………………………

な　し

………………………金沢西ＲＣ………………………

３月２９日（金）休　会

４月１２日（金）「観桜例会」１８：００～和田屋

４月２６日（金）休　会

………………………金沢南ＲＣ………………………

３月１９日（火）休　会

４月９日（火）「観桜例会」１８：３０～つば甚

……………………金沢北ＲＣ……………………

４月１１日（木）「お花見例会」１８：３０～松魚亭

……………………………香林坊ＲＣ……………………………

３月１１日（月）休　会

４月１日（月）休　会

４月１５日（月）「観桜会」１８：３０～金城楼

……………………みなとＲＣ……………………

３月５日（火）創立２０周年記念例会１５：３０～

ANA クラウンプラザホテル金沢

３月１９日（火）休　会

４月９日（火）「観桜夜間例会」時間未定　湯涌温泉「かなや」

４月３０日（火）休　会

講 話 予 定

２月２８日（木）
夜間例会

３月７日（木）
会員　佃一成君

３月１４日（木）・２１日（木）
（株）ジーアンドエス　社長　萩原扶未子氏

３月２８日（木）
占い師　玉州氏　「人間取り扱い説明書」

村山和臣 氏

鍋島盛雄 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

がしゃくしょぞう
月心寺住職  会員　勝田　浩之　

皆様、お元気ですか？
1997 〜 1999 米山奨学生　阿

アイグリ・ハ
依古麗　

　年が明けて早二月も終ろうとしている。
「梅一輪一りんほどのあたたかさ」( 芭蕉門下・
服部嵐雪作 ) 梅はそろそろ咲こうが、桜は
まだまだ先の金沢だ。
　一年が経つ早さは、歳がひとつ増えるごと
に段々速度を増している様だ。
翻って変わらないのが己が卑しき根性と
経済状況なのかもしれない。後者においては、
政権が変わりアベノミクスなる造語が出来、
デフレと円高からの脱却、名目３パーセント
以上の経済成長の達成などを掲げており、これ
を実現するための強気な経済政策案が挙げられ
ている。そんなに上手く行くのか疑問である。
然しながら暫く様子を見ることにしよう。
　人気番組「笑点」の中で最近皆でする様な
事を一人でする時代になりました。（例えば
一人鍋とか一人宴会とかひとりカラオケ
とか）何を一人でしたかということを先ず
言って、司会者がそれでどうなりましたかと
質問をし、その答えを笑点流に答えるという
問題があった。その中で、

『国会を一人でやってみました。』
『それでどうなりましたか ?』
『あんなに沢山の議員が要らない、という事
がわかりました』
という、皮肉たっぷりの放映があったことを
思い出した。
　これは、笑点流でも皮肉でもなく現実だと
合点した。先の政権のマニフェストに盛り
込まれていた筈ではなかったのかと。最近では、
民主、自民、公明の３党首もこれに合意
しながらもこの問題に触れることはほとんど

　今年の夏は気持ちいい日々が多くて、過ごし
やすいようです。
　昨年は、私にとってすごく忙しい一年でした。
６月の下旬から７月の下旬まで、家族で数年ぶりの
新疆ウルムチの旅にでました。驚いたのは町
の姿はほとんど変わって、どこへ行っても高い
ビルが並んで、現代というか発達というか、自
分一人で自分の町で自由に回ることができず、か
ならずだれかが連れて行くことはおもしろかったで
す。家族との出会いはなによりもです。
　帰りの途中で、韓国のソウルで５日間滞在しま
した。ホテルのスタッフたちはぺらぺら日本語
をしゃべって、まるで日本のホテルにいるような

なくなっていると聞き及ぶ。愚痴言えば限が
ない。山ほどある。
　しかし、愚痴をこぼせば本人は、すっきり
するが却って人に嫌われ、憎まれることが
あることを知らなければならない。
　然るに教えには、『われ昔より造れる諸

もろもろ
諸

の悪
あくごう

業は、皆無始の貪
と ん じ ん ち

瞋痴に由りて、身と口
と意

こころ
よりの生みものなり、一切われ今懺

さ ん げ
悔し

たてまつる』（訓読み）という懺
さ ん げ も ん

悔文がある。
　われらは身ー行為、行動。口ー言葉。意ー
こころ、思慮分別によって生活をしている。
その中で知らず知らずのうちに行動により、
言葉のやり取りにより又、考え方によって
沢山の間違いを犯している可能性がある。
気付いて反省できればいいのであるが、気付
かずにいる場合も多い。禅では今日のわれは、
昨日のわれであってはならないと教える。
厳しい教えである。中々そうはいかないのが
現実だ。
　自分自身の内面である己がこころを教えの
鏡に照らし出す事により、己の欠如した部分
が浮き彫りにされる。われらの個々の進歩と
成長は先ず懺悔から始まる事を知らなければ
ならない。

「がしゃくしょぞうしょあくごう。かいゆう
むしとんじんち。
じゅうしんくいししょしょう。いっさいがこ
んかいさんげ。」( 音読み )

我昔所造諸悪業　　　　皆由無始貪瞋痴
従身口意之所生　　　　一切我今皆懺悔

感じもしました。
　仕事のほうは忙しいですが、充実な日々
を 過 ご し て い ま す 。 ９ 月 の 中 旬 ご ろ P o r t 
Douglas QueenslandでのAustralia Mutation 
Detection学会に出席しました。
　ここで家族の写真や学会、旅行での写真を送
り致します。
　金沢北ロータリクラブの方々のご家族の益々
のご健勝と、ご幸福を祈念申し上げます。
　Australiaに来ることがあったら、必ず連絡し
てください。

2013年元旦 

第 1868 回例会
１月１７日（木）雪　12：30 ～ 13：30　　　松魚亭

１．講　話
会長年頭のご挨拶　　玉田善明君
年男「今年の抱負」　 吉井清君

２．出　欠
出席　３０名　　欠席　１８名　　出席率　６５．２２％
ビジター　１名

３．来訪者（敬称略）
金沢南ＲＣ　水野義男

４．幹事報告
・中田龍一会員のご冥福を祈って黙祷
・金沢市中学校文化活動連盟へ寄付金贈呈
・例会終了後、１月定例理事会開催

５．お誕生日祝い（敬称略）
１２日　　小泉幸雄
１４日　　吉井　清
１７日　　寺岡健一
２５日　　内堀　茂
２８日　　水巻啓光
３０日　　多々俊和

６．ご結婚記念日祝い（敬称略）
１６日　　小泉幸雄

７．ニコニコボックス
玉田君、小泉君

松魚亭さんでの、今年初めての例会です。
松本君 ２４ヵ年皆出席顕彰を受けて。有難うございます。
吉井君 １月１４日は誕生日です。お祝い有難うございます。
寺岡君 誕生月のお祝い有難うございます。６６歳になりました。

今年も宜しくお願いします。
小泉君 誕生祝い有難うご際ました。これからも宜しくお願いします。

水巻君 今月は誕生月です。お祝い有難うございます。
内堀君 誕生月のお祝い、有難うございます。
多々君 誕生月のお祝い有難うございます。広沢さんとは３月に

また同じ年になります。３７歳（ヘキサ）です。
合計１３，０００円（累計３３５，０００円）

理　事　会　報　告
1 月１７日（木）出席者１０名

◆審議事項
①年忘れ会決算報告　　承認
②現代美術展後援の件　　

５万円の賞展費を拠出する
③指名委員会を開催し、中田副会長の後任を選出する
④その他

第 1869 回例会
１月２４日（木）曇り　12：30 ～ 13：30　　松魚亭

１．講　話
ホテル日航金沢　チーフコンシェルジュ　小島久枝　氏

「心の翼、旅の翼」
２．出　欠

出席　３５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　辻　卓

４．ニコニコボックス
玉田君、小泉君

美人コンシェルジュ、小島久枝さんのお話を楽しみにしてい
ます。

合計３，０００円（累計３３８，０００円）

小島久枝 氏


