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題字／大谷芳照

No.890

アーティスト　大谷芳照（YOSHITERU OTANI）

1958 年　三重県鈴鹿市生まれ
国内外において博物館や国際博覧会などの空間デザイナーとして活躍する。

2004 年　アメリカにてシュルツミュージアム展示のためにスヌーピーの世界を、墨と筆で描いたアート
「PEANUTS FOUND IN TRANSLATION」を発表し展覧会を開催。

2013 年〜 2014 年　SNOOPY JAPANESQUE「スヌーピーⅩ日本の匠」展を東京をはじめ全国で開催。

第 1889 回例会
６月２０日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　  　松魚亭

１．講　話
金沢学院大学　美術文化学部教授　平木孝志　氏

「よみがえる昭和の香林坊・片町ジオラマづくり」
２．出　欠

出席　３２名　　欠席　１８名　　
出席率　６６．６７％

３．幹事報告
・新会員紹介　　中浦洋昭君

４．ニコニコボックス
玉田君、小泉君

本日の講師、平木さんのおはなし、楽しみにしています。
また、新会員として、中浦君をお迎えして。

奥田君    中浦君、ご入会おめでとうございます。
中浦君    本日より入会します、宜しくお願い致します。
魚住君   祖父、為楽が法隆寺夢殿をヤリガンナで厨子造りに従事

したことが、時鐘にのりました。また金沢学院大学教授、
平木孝志先生、本日は宜しくお願いします。

合計８，０００円（累計６３４，０００円）

第 1890 回例会　　最終夜間例会
６月２７日（木）晴れ　18：30 ～ 20：30　  　松魚亭

１．点　鐘
①ロータリーソング　｢ それでこそロータリー ｣
②玉田会長挨拶
③小泉幹事挨拶
④新旧会長・幹事バッチ交換
⑤松魚亭より会長、幹事へ花束贈呈
⑥ニコニコボックスの披露
⑨乾　杯
⑩ゴルフ成績発表
⑪真のロータリアン・格付けゲーム
⑫閉会の挨拶　　　　奥田会長エレクト
⑬ロータリーソング「手に手つないで」

２．出　欠
出席　３４名　　欠席　１７名　　出席率　７０．０％
ご夫人　１５名　　中田修子様

３．ニコニコボックス
中田修子様

最終夜間例会に、お誘い頂き有難うございます。
玉田君、小泉君

本日は、多数のご出席有難うございました。ついに待ち
に待った最終例会を迎えました。私たちの、満面の笑み
を見ながら、美酒に酔いしれて下さい。一年間ありがと
うございました。永遠のメタボコンビ玉田・小泉でした。

奥田君    玉田丸の皆さん、ご苦労様でした。私もなんとか皆出席
させて頂きましたが、次年度が心配です。

畠　君    玉田さん、小泉さん、お疲れ様でした。また中田修子さ
ん、ようこそ。

大村君    玉田会長、小泉幹事、ご苦労様でした。奥田、山上両氏
には、お世話になります。今日はゴルフ。ワンラウンド
頑張りました。スコアは関係ありません（笑）

吉井君    本日行われた、金沢北ロータリークラブゴルフコンペに
参加し、いくつかの幸運が重なり、優勝しました。皆様
の御好意と幸運に感謝して。

佃　君    メンバーに恵まれて、会長杯を頂きました。玉田会長に
感謝して。

木下君    結婚生活も、あと少しで５０年を迎えるそうです。また、
先日議員在職を表彰されました。久し振りに釣りに行っ
て、船酔いしました。今後ともよろしくお願いします。

内堀君    本日は、良いことがありました。ふるさと石川県環境保
全功労者として知事さんより表彰されました。今後も今
の仕事を、シッカリ続けたいと思います。

中浦君    本日は、夜間例会のご利用ありがとうございます。
大場君    一年間、拙い司会にお付き合い頂き、有難うございました。

合計２７，０００円（累計６６１，０００円）

第 122 回ゴルフコンペ成績　　　
平成２５年６月２７日（日）　能登カントリークラブ

O  I G H N

優　勝 吉 井　 清 ４１ ４６ ８７ ２１ ６６

準優勝 佃　 一 成 ４６ ４３ ８９ １８ ７１

第３位 山 上 公 介 ３９ ４０ ７９ ７ ７２

第４位 上 田 宏 暢 ５２ ４８ １００ ２２ ７８

第５位 松 本 範 夫 ４５ ４４ ８９ １０ ７９

第１０位 中 村 實 博 ４７ ５３ １００ １５ ８５

Ｂ　Ｂ 小 泉 幸 雄

ニアピン　　　　松本（２）、山上（２）

玉田会長杯　　　佃　一成

講 話 予 定

７月１１日（木）
各統括委員長挨拶

７月１８日（木）
ガバナー補佐訪問例会

７月２５日（木）
文化財修復師　川口法男氏　「ブッダ最後の旅」

今年度より趣向を変え、例会の正面を側面に、第一例会はバイ
キングを開催しました。 

平木　孝志　氏



2013-2014年度国際ロータリーテーマ

Engage Rotary  Change Lives「ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を」
ＲＩ 会長　ロン Ｄ . バートン

2013-2014年度金沢北ロータリークラブテーマ

金沢北ロータリークラブの伝光〜友と友　ご縁をつないで　心豊かに〜
会長　奥田　久雄

金沢北ロータリークラブの＊伝光
〜友と友　ご縁をつないで　心豊かに〜

2013～2014年度　会長　奥田　久雄　

幹事就任のご挨拶（伝光師の黒子として）
2013～2014年度　幹事　山上　公介　

最終夜間例会に寄せて
親睦活動委員長　木村　功一　

　＊伝光とは、仏教用語で
光（栄光、良い伝統）伝え
ると言う意味
この度、会員諸兄のご推薦
により第 40 代会長に就任す
ることとなりました。浅学
非才な私ですが、皆様方の
温かいご友情とご協力に心
から感謝し、精一杯職務を
果たす覚悟です。
　前年度テーマ「楽しくつ
なごうロータリーの絆」を
さらに太く強く、大胆で細
心な人柄の玉田直前会長、

明るくたいへんに気配りをされる小泉前幹事に少しで
も近づけるよう、山上幹事とともに頑張ります。
　幸いにも勇猛果敢なベテラン理事、新進気鋭の理事
達のお陰で会員相互のパイプ役に徹せられます。
　各委員会には従来の慣例にとらわれず、新しい視点、
感覚、好奇心でクラブ運営を考えていただいておりま
す。会員皆様方も例会、沪辺会、同好会に積極的に参
加され親睦と友情を深められ今をより面白く楽しいも

　今年度、奥田久雄会長の下
で幹事をさせていただくこと
になりました。よろしくお願
い致します。
　ロータリー歴が浅い軽輩の
私に、このような大役がちゃ
んと務まるのか、まして今年
度は当クラブ創立 40 周年の
節目の年でもあり、責任の大
きさも感じます。日頃親しく
お付合いさせていただいてい
る会長のご依頼でも、さすが
に躊躇いたしました。それで
もお引受けしたのは、ロータ

リーの暗黙の掟（返事はハイか Yes）に従ったまでです
（笑）。
　冗談はさておきまして、何よりの動機は、日頃ロー
タリアンとして会員の皆様と例会 ･ 旅行等を通じて語
らい、酒食を共にしていっぱしの顔をしてはいます
が、その実、ロータリアンの大命題である「職業奉仕」
についてよく理解しておらず、むしろその教条的なイ
メージから敬して遠ざけていたという引けめを感じて
おりました。これではいけない！幹事としての職務を
通じてロータリーの理念を体感できる絶好の機会を与
えられたのだから、もう一度初心に帰って勉強しよう
と、遅まきながら考えたわけであります。

　平成 25 年 6 月 27 日、松魚亭にて、玉田・小
泉年度の最終夜間例会が賑々しく催されました。
前回夜間例会で好評であった「ロータリアン格
付けランキング」をグレードアップして、小泉
幹事の軽快な司会でスタート。
　テーブルから、各 1 名計 5 名の回答者を選出。
ステージ①は、高級シャンパン。ステージ②は、
ボルドーの高級赤ワイン。
ステージ③は、サントリーの高級角のハイボール
ステージ④は、松魚亭さんの高級プリン。
　以上の４つのステージで、格付けランキング
ゲームがスタートしました。
　ステージ①は、高級シャンパンは AorB どち
らでしょうか？
グラスは公式シャンパングラスを使用。
皆さん、今まで見たことのないような真剣な眼
差し！プライドを掛けて！　
正解は＝ A でした。お見事！！5 人全員が大正解
でした。
決め手は、「色の濃さが違う」と仰る方に皆さん
賛同！　結果は大正解でした。
　解説＝気泡の細かさ、スパークの力強さ、余
韻の長さ、輝くシャンシャインゴールド（シャ
ンパンゴールド）、高貴余韻の切れ上がりがポイ
ントです。
Ⓐ高級シャンパン、ボランジェ、キュヴェブ
リュット。
Ⓑスペインのドン・ポンティエール CAVA。
　ステージ②は、ボルドーの高級赤ワインは
AorB どちらでしょうか？
グラスは公式ボルトータイプを使用。
今回は色調の濃さでは比較しにくく、皆さん香
りを利いてみたり、味わったり、苦労の程が見
えます。そのうち誰かが「こっち、B や」と叫

のにして下さい。
　今年は、創立 40 周年の大きな節目の年です。畠実
行委員長、安宅副実行委員長を中心に、10 月３日の
記念式典を目指し実行委員総力を挙げて、着々と準備
を進めております。また多くの北ロータリークラブの
関係者、特にご夫人の方のご参加とお力添えが式典成
功の鍵だと思いますので、よろしくお伝え下さい。
　さて本年度テーマを「金沢北ロータリークラブの伝
光　〜友と友ご縁をつないで心豊かに〜」とさせてい
ただきました。人生もロータリーもご縁です。ご縁を
どう受け取り感謝し、ご縁に頼るだけでなく、どう対
処するかが大切なことだと思います。
　RI 会長テーマ「ロータリーを実践し、みんな豊な
人生を」・2610 地区ガバナー「温故知新」テーマが、
何となくつながっていて安堵感を覚えました。
　私自身、下問を恥じずロータリーを語らず、メンバー
の皆様方と共に行動したいと思います。
　金沢北ロータリークラブの立派な井戸を掘り続けら
れた先輩方に敬意を表し、市井の会長、市井のロータ
リアンとして栄光と良い伝統を守り抜く覚悟ですの
で、一年間山上幹事ともども皆様方の叱咤激励をお願
い申し上げます。

　今年度のテーマを決めるにあたって、会長より、
「テーマは北ロータリークラブのデンコウでいくぞ。」
何やら禅問答のような含畜ありげなお言葉。（電光？
ピカピカに光る…。自らが光源！？）
返答に窮していると、

「光を伝えると書いて“伝光”、光とはつまり、過去の
北ロータリークラブの諸先輩が築き上げてきた栄光、
いわば長所 ･ 美徳だ。それを現在の我々が後世の会員
に伝えることがクラブの活性化になる！」
　う〜ん、なるほど！すっきり合点のいった私でした。
　過去 ･ 現在 ･ 未来を視野にテーマを構築せんとする
会長のロータリークラブへの思いの深さ、時空を超え
たスケールの大きさに、いたく感じ入った次第です。
奇しくも、今年度地区ガバナーの掲げたテーマは「温
故知新」、時を同じくして意味合いが重なり、以心伝
心の形と相成りました。
　また、このテーマは私事で恐縮ですが、とりあえず
1 年間だけ無難に幹事役を乗り切れば良いと、どこか
及び腰になっている私に“喝”をいただき、汗顔の至
りであります。
　そんな中途半端な私でありますが、「伝光師」奥田
会長の黒子として、陰に日向に皆様のお役に立てるよ
う汗をかいていく所存ですので、どうぞテーマへのご
理解と幹事役への寛容なお気持ちで見守っていただく
ようお願い申し上げて、私のご挨拶とさせていただき
ます。

ぶ声が！すると 5 人の回答者全員が B の旗を掲
げました。私は、役目上ワインを再確認。　正
解は A ！　ん〜ぅん残念！！　全員ハズレ〜！
すると会場は大歓声の大盛り上がり！「ロータ
リアンの友情」は、どこに・・・！　でも皆さ
ん楽しそうぉ〜！
　解説＝供出温度が低いと香味が萎み判別が難
しくなります。３℃〜５℃上げ２１℃前後だと
簡単だったと思います。
太陽の恵みを享け完熟した黒い果実を思わせる
カシス、プルーン、ドライフルーツの黒無花果、
黒糖、バニラ、黒コショウ等々のアロマ、この
ビンテージに相応しいブーケ香は A のワインの
偉大さと高貴さを物語っていました。 因みにこ
の赤ワイン２種はサントリーさんの所有のワイ
ナーで作られた赤ワインです。
Ⓐフランスボルドー地方メドック地区特別クラ
ス 3 級 Ch ラグランジュ０５　
Ⓑ Ch ヴェイシュベル３ｔｈラベル（AOC ボル
ドー）
　ステージ③は、何とⒶのワインを仕込んだ樫
樽を使用して作られたウィスキーだそうです（サ
ントリーの千原さんから伺いました）。私の出番
が終わった後の事は、ホットしたせいかよく覚
えておりません。すいません。
　今回、提供させて頂きましたワインは、玉田
会長からのご寄附を頂きました。このような素
晴らしいワインを提供することができました事
に、深く感謝申し上げます。誠にありがとうご
ざいました。
　玉田会長、小泉幹事、各委員会委員長・委員
の皆様、事務局の広沢さん、ご苦労様でした。
そしてありがとうございました。


