
2013.4.25thu
No.887

48

「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。

２．出　欠
出席　３５名　　欠席　１３名　　出席率　７６.０９％
ビジター　１名

３．来訪者（敬称略）
金沢西ＲＣ　　澤田幸壮

４．皆出席顕彰（敬称略）
３７ヵ年　　佃　一成
２６カ年　　大澤久廣

５．お誕生日祝い（敬称略）
　　　７日　　高畠菊丸
　　　８日　　小間井宏尚
　 　 ２４日　　卯野正博
６．ご結婚記念日祝い ( 敬称略 )
　　　４日　　越田和好
　　　５日　　大村精二
　 　 １４日　　松本範夫
　 　 １６日　　岡田　進　
　 　 ２６日　　吉井　清
７．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    玉田会長の会員拡大増強の熱意に感謝して。

現状維持と、進歩発展とは同意語という言葉を思い出し
ました。

佃　君    本日、３７ヶ年皆出席顕彰を頂きました。
高畠君    誕生日月ですが、年も忘れそうな年齢です。
卯野君    誕生月です。お祝い有難うございました。
松本君、越田君、吉井君

結婚記念月です。ありがとございます。
合計１７，０００円（累計４３２，０００円）

理　事　会　報　告
４月４日（木）出席者 10 名

◆審議事項
①新会員の件　

ＮＴＴコミュニケーションズ　北陸支店長　金丸雅人氏
②お花見夜間例会の件
③その他

会員増強に力を入れる

第 1880 回例会　　お花見例会
４月１１日（木）曇り　18：30 ～ 20：30　 　松魚亭

１．【例　会】
開　会
ロータリーソング「我等の生業」
玉田会長挨拶
幹事報告
ニコＢＯＸ披露

【懇親会】
開　宴
乾　杯　　　　玉田会長
歓　談
一流ロータリアンゲーム
歓　談
中締め　　　奥田会長エレクト
ロータリーソング「手に手つないで」
閉　宴

２．出　欠
出席　会員　２６名　　ご家族　１４名
欠席　２２名　　出席率　５６．２１％

３．ニコニコボックス
玉田君、小泉君

本日は、多数のご出席有難うございました。桜は散って
しまいましたが、外を見ないで盛り上がりましょう。

奥田君   暖かかったり寒かったり、風が強かったり…桜にとって
は大変な４月です。

合計５，０００円（合計４３７，０００円）

第 1881 回例会
４月１８日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　  　松魚亭

１．講　話
内灘町議会議員　中島利美氏

「今日よりもっといい明日へ」
２．出　欠

出席　３０名　　欠席　１８名
出席率　６５．２２％

３．ニコニコボックス
玉田君、小泉君

本日の講師、中島利美さんのお話楽しみにしています。
奥田君    今日は（点鐘）二回目のリハーサルです。
勝田君    母の葬儀には、ご参詣を頂きまして、有難うございました。

今後とも、宜しくお願い申し上げます。
合計１０５，０００円（累計５４２，０００円）

４月クラブ日誌

４日（木） ４月定例理事会 松魚亭にて

１１日（木） お花見夜間例会 松魚亭にて

5・6月の例会変更のご案内

…………………………………金沢ＲＣ…………………………………
５月１日（水）休　会

 ５月２２日（水）時間未定 「チャリティ・オークション」
金沢ニューグランドホテル

………………………金沢東ＲＣ………………………
５月２０日（月）１６：００～金沢国際ホテル「５５周年特別例会」

６月１７日（月）休　会
…………………………金沢西ＲＣ…………………………

６月２８日（金）１８：００～都ホテル「最終夜間例会」
…………………………金沢南ＲＣ…………………………

６月２５日（火）休　会
………………………金沢北ＲＣ………………………

５月２日（木）休　会
６月２７日（木）１８：３０～松魚亭「最終夜間例会」

……………………………香林坊ＲＣ……………………………
６月１７日（月）１８：３０～場所未定「やれやれ会」

……………………………みなとＲＣ……………………………
５月１４日（火）→５月１３日（月）１１：００～

サン・プリンセス号　船内例会
……………………………百万石ＲＣ……………………………

５月２日（木）休　会
５月９日（木）１９：００～土家

５月３０日（木）休　会
６月２７日（木）休　会

講 話 予 定

５月９日（木）
会員　佐賀務君

ロングトライアスロンを完走するには

５月１６日（木）
金沢医科大学病院　栄養士　笹川美千代氏

５月２３日（木）
ライフワークサポート代表　谷崎由美氏

５月３０日（木）
金沢百万石ＲＣ会長　北山吉明君

中島利美氏



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

レディー・サッチャーを偲んで
木村　功一　

大盛況に終わったお花見例会
企画委員長　中川　茂樹　

　私は、彼女ほど躾しい食事をする人を見
たことがない。
　先日4月 8日深夜、数分で日付が変わ
る頃、TVモニターから「マーガレット・
サッチャー逝く」のニュースに目が留った。
20年前の記憶が蘇った。
　女史との出会いは、英国首相退任後の
1993年11月頃、招かれ日本国内を講演旅
行の際、金沢市から福井市の藤田観光ホテ
ルに移動。講演前の地元政財界人との昼食
懇話会のワインリスト作成とサービスの総
括指揮を執らせて頂いた時のことである。
　来日７日目の女史には昼食懇話会は相当
のストレスだと思われたが、フルコースと
ワインのサービスは秒刻みでスケジュール
されていた。
　会場では、政財界人とプレス、サービス
スタッフが女史を拍手でお迎えする手順で
スタートした。女史が入場すると、その凛
とした気品と自信そしてオーラに満ちた姿
に、会場は華やかな雰囲気の中にピーンと
張りつめた緊張感に支配された。
　私も鳥肌の立つ様な心地よい緊張感は未
だに、身体の記憶に残っている。
　アペリティフが注がれると乾杯の発声、
すぐさま女史に質問が殺到、司会、通訳が
コントロールしていたが、とても料理を完
食は出来ないと私は思った。
　驚きだった！これが、ファースト・レディ
の食事の作法（プロトコール）だと思った。
　途切れない質問に答えながら、急ぐでも
なく、慌てるでもなく、主賓の立場で、テー
ブルを囲む人たちの食事の進行も見極め、
誠実、丁寧に質問に答え懇談し、タイムス

　4月 11 日（木）18 時 30 分より、恒例の
お花見例会が開催されました。
　今回は趣向を凝らして、「違いがわかる一
流ロータリアンゲーム」と題して、白ワイン、
赤ワイン、日本酒、豆腐、チーズ、卵を食べ
比べ、値段の高いほうを当てるという、各テー
ブル対抗のゲームを行いました。それぞれ選
ばれた代表の方が真剣に問題に向き合い、首
を傾げたり、頷いたり。会員や奥様方の、普
段は見られないお顔を見ることが出来まし
た。また、小泉幹事の軽快な司会もよりゲー
ム大会を、楽しいものにしてくれました。

ケジュール通りに懇話会を進める女史の無
駄のない自然な姿には、ファースト・レディ
の作法を教授していただいた。タイムスケ
ジュール通りに進んだのは女史の心配りと
作法（プロトコール）のお陰であった。と
云うより、イニシャティブを執っていたの
は女史だったようだ。
　女史の心配りは、日本のワインと福井
の地酒を所望された事でも感じられたが、
前々日の連絡で、当方は大変苦慮したのを
思い出す。
　私は女史の為にシャンパンはイギリス
王室ご用達「ボランジェ・グラン・アネ
86」・白は「ロワール・バロン・ド・ラドセッ
ト90」・赤は記憶が曖昧で「CHラグラン
ジュ85」だったような。（２ヶ月前位から
準備したと思う）
　しかし、残念は不作法者の存在だった、
彼は末席の地元マスコミの幹部であった。
　彼は食事中に「灰皿をくれ」と云い。料
理は残っていたが、主賓に合わせてプレー
トを下げようとすると、「ワシは未だ食べ
る」と云う、彼の耳元で「日本の恥になり
ます、失礼します」と申し上げてプレート
下げた、彼の存在がとても対照的で記憶に
鮮明である。
　煙草は勿論、基本的な食事の作法を身に
つけて同席して欲しいと思った。
　私は、35年の職歴で一番印象に残って
いる仕事で、最高のお客様のお一人でした。
私はこれからも敬意と尊敬を込めて彼女を
レディー・サッチャーと呼び、決して忘れ
ない。

　最終的に、5番テーブルが 5問正解で優勝
ということになり、一流ロータリアンのメン
ツを保つこととなりました。
　このお花見例会の準備にあたり、小泉幹事、
木村親睦委員長、大場 SAA、広沢さんに協
力していただき、大盛況のうちに終了するこ
とができました。感謝致します。ありがとう
ございました。
　今期もあと3ヶ月を切り、残す夜間例会は、
最終夜間例会のみとなりました。最終夜間例
会もみなさまに喜んでいただけるよう、準備
を進めていきたいと思います。

もえぎ会
３月７日（木）出席者 14 名

３月７日（木）深谷温泉「石屋」にて
開催。
１４名の方々に参加して頂きました。

第 1878 回例会
３月２８日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　松魚亭

１．講　話
鑑定士　玉　州　氏

「人間取り扱い説明書」

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）
金沢東ＲＣ　　　　澤木範久

４．ニコニコボックス
玉田君、小泉君

本日の講師、玉州様のお話、楽しみにしています。
合計３，０００円（累計４１５，０００円）

第 1879 回例会
４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　　

「アフリカにおける中国のプレゼンス」

玉　州　氏


