２．出 欠
出席 ３５名
欠席 １８名
出席率 ６８．
６２％
ビジター ３名
３．来訪者（敬称略）
小松ＲＣ
湯浅外志男
斎藤 弘
白山ＲＣ
原 勉
４．ニコニコボックス
湯浅ガバナー、斉藤地区副幹事、原ガバナー補佐
公式訪問に参りました。よろしくお願い致します。
奥田君、山上君
湯浅ガバナーをお迎えして。講話よろしくお願い致します。
また、納涼例会は大変懐かしく楽しい会でした。吉井さ
ん、中村（芳）さん、中村（實）さん、中浦さん、千原さん、
皆さんご苦労様でした。
横井君 父の会葬お礼として。
合計１５，
０００円（累計８０，
０００円）

第 1897 回例会
８月２２日（木）晴れ

12：30 ～ 13：30

松魚亭

１．講 話
国分山 医王寺住職
鹿野恭弘 氏
「山中節について」
２．出 欠
出席 ３５名
欠席 １８名
出席率 ６８．
６３％
ビジター ３名
３．来訪者（敬称略）
金沢西ＲＣ
澤田幸壮
みなとＲＣ
小林みずほ
鹿野 恭弘 氏
百万石ＲＣ
川きみよ
４．ニコニコボックス
奥田君、山上君
会員の皆様、残暑（猛暑、酷暑、炎暑）お見舞い申し上げ
ます。
向峠君 ８月１１日に新居の地鎮祭をしました。来年２月に完成
予定です。
合計５，
０００円（累計７０，
０００円）

第 1898 回例会
８月２９日（木）晴れ

12：30 ～ 13：30

８月クラブ日誌
１日（木） 納涼例会

松魚亭にて

８日（木） ガバナー公式訪問

松魚亭にて

８月定例理事会

松魚亭にて

９日（日） クラブ管理運営委員会炉辺会合

理

事

会

報

葡萄酒街道にて

告
８月８日（木）出席者１４名

892

No.

◆審議事項
①納涼例会決算報告
②京都洛北ＲＣ４０周年記念例会の件
１０月１０日（木） 京都ウエスティンホテルにて
③金沢北ＲＣ４０周年例会の件
④日台親善会議の件

2013.9.19thu

9・10 月の例会変更のご案内
……………………………………金沢ＲＣ……………………………………
１０月２日（水）地区大会へ振替休会
１０月１６日（水）
「観月の会」 時間未定

ホテル日航金沢

………………………………金沢東ＲＣ………………………………
１０月７日（月）地区大会へ例会変更
………………………………金沢西ＲＣ………………………………
９月２７日（金）観月例会

時間・場所未定

１０月１１日（金）地区大会へ振替休会
……………………………金沢南ＲＣ……………………………
１０月８日（火）地区大会へ振替休会
１０月１５日（火）観月例会

１８：３０～

つば甚

……………………………金沢北ＲＣ……………………………
９月２６日（木）地区大会へ振り替え
１０月３日（木）創立４０周年記念例会

１６：００～

金沢市アートホール・ホテル日航金沢
１０月１０日（木）京都洛北ＲＣ４０周年例会に振り替え休会

松魚亭

１．講 話
金沢大学工学部
名誉教授 北浦 勝 氏
「地震防災に関する最近の話題」
２．出 欠
出席 ３４名
欠席 １９名
出席率 ６６．
６６％
北浦 勝 氏
３．ニコニコボックス
奥田君、山上君
残暑お見舞い申し上げます。ようやく涼しくなってきま
した。お身体ご自愛ください。
合計２，
０００円（累計７２，
０００円）

……………………香林坊ＲＣ……………………
９月３０日（月）観月会

１８：３０～金城楼

１０月７日（月）地区大会へ振替休会
…………………………みなとＲＣ…………………………
１０月８日（火）地区大会へ振替
１０月２９日（火）休会
……………………………百万石ＲＣ……………………………
９月１９日（木）会場変更「如来寺」１９：００～
１０月３日（木）地区大会へ振替休会

講

話

予

定

クラブ管理運営委員会炉辺会合
８月９日（金） 葡萄酒街道にて

９月１９日（木）
クラブフォーラム（４０周年例会全体会議）
題字／大谷芳照

１０月３日（木）
金沢北ＲＣ創立４０周年記念例会
１０月１０日（木）
京都洛北ＲＣ創立４０周年記念例会

アーティスト
1958 年

大谷芳照（YOSHITERU OTANI）

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。

2013-2014年度国際ロータリーテーマ

2013-2014年度金沢北ロータリークラブテーマ

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

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

私の名刺
中浦

洋昭（なかうら

向峠

ひろあき）

S 28.11.18 生まれ
松魚亭 店長
職業分類：料理店

弘夫（ほんだ

ひとし）

S 54.3.26 生まれ
西徹夫法律事務所
職業分類：民事弁護士

この度、金沢北ロータリークラブに入会させていただくこ
とになりました、松魚亭店長の中浦洋昭と申します。入会に
際しまして、玉田様、内堀様には大変な御世話をいただきま
して、誠にありがとうございました。
私は、昭和 28 年（今年が還暦です）
、富来町（現在は志
賀町に合併）に 3 人兄弟の末っ子として生まれ、高校を卒
業するまで育ちました。金沢に出てくるのに半日も掛かるよ
うな辺鄙な処ですが、自然には大変恵まれ、小さいころは一
日中、海で遊んでいたことを覚えています。
（実家の目の前
が日本海ですので）大学は関西学院大学で、日本有数の美し
いキャンパスとして有名です。時計台は国の登録有形文化財
で、最近では映画「阪急電車」ロケがおこなわれました。来
年が創立 125 年で、甲子園のある西宮市にあります。卒業
学科は法学部ですが、バイトと無銭旅行と読書に明け暮れて
あまり勉強はしませんでした。いま思うともったいないこと
をしていたと、反省しきりです。
卒業後、事務用品の商社に入社し 30 歳までルートセール
スをしていましたが、転勤があるため退社し、浅田屋に中途
で入社しました。営業職に始まり、片町の三十間長屋店長、

本多

仁志（むかいとうげ

石亭店長、松魚亭店長、六角堂店長、総務企画担当等などを経
験し、今は店舗事業部部長で松魚亭の店長も兼任しています。
卒業するとき、根無し草のように全国を転勤するような仕
事だけには付きたくないと思い、生まれ育った石川県に留ま
り現在に至っています。自然と文化に恵まれた石川県に住み
続けることができて、本当に良かったとこの年齢になって特
に思います。
二人の娘も、主婦と社会人となりましたので、妻と二人の
生活で、なかなか息を抜けませんが、趣味は、月に二回ぐら
い会社のスタッフと廻るゴルフ、スポーツ観戦（金沢では、
なかなか生で観戦出来ない為ほとんどテレビ観戦ですが）
、
邦画鑑賞（目が悪くなり洋画の字幕を追えなくなったので）
、
九谷焼の武腰潤氏の作品を見て歩くこと（高額なため買えな
いので）
、職業柄、食べることです。
新しいことに挑戦することが少なくなった年齢になりまし
たが、ロータリークラブに所属することで新しい出会いや広
がりを期待したいと思います。会員の皆様に迷惑が掛からな
いように出来るだけがんばりたいと思いますので、どうぞ老
けた新会員にご指導ご鞭撻をお願いいたします。

ひろお）

S 27.8.11 生まれ
日本メックス株式会社 北陸支店長
職業分類：建築メンテナンス
日本メックス北陸支店に勤務しております、本多と申し
ます。この度、内堀様と奥田様のご紹介を賜り、歴史ある
金沢北ロータリークラブに再入会させていただくことにな
りました。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
私は、白山市で生まれて育ちました。現在、白山市は日
本海から白山の頂上までの、石川県で一番大きな面積の市
町村になりました。その南端で田園地帯の真ん中に自宅が
あり、南には雄大に流れる手取川、東には威厳ある山脈の
白山連峰を望むことができます。田舎の真ん中ですが、皆
様には近くにお出かけの際にはぜひお立ち寄りください。
日本メックスは創業 40 年間、NTT グループをはじめと
する多くの建物の維持管理・保全を行っている会社です。
建物総合管理、FM 技術コンサルタント、建築設備保全工
事とお客様の建物資産の最大化を目指し、最適のサービス
を提供しています。建物の新築から撤去まで、トータルサー
ビスができる会社だと自負しておりますので、何か建物で
お困りのことがあれば一言お声をかけてください。
建設関連は職種がとても多彩ですが、私は建築部門の施

工屋といわれる仕事をしてきました。建物工事における工
法・工程計画からコスト管理、そして施工管理までを実施
しており本当に地道な職種です。そんな中で東京スカイツ
リーの新設現場での管理技術の重要性が、様々な報道機関
から紹介され、皆様から認知されたことを喜んでおります。
金沢北ロータリークラブには、NTT ファシリティーズ北
陸支店長在任時の、平成 15 年 7 月から平成 18 年 6 月まで
の 3 年間在籍させていただきました。入会時の長谷川塑人
修練委員長の指導と厳しい問い掛けに緊張しっぱなしだっ
たことが、昨日のように思い出されます。例会での講話、
諸先輩との会話等、新鮮で貴重な体験の連続でした。3 年
目には、例会委員長の大役をさせていただき、失敗もあり
ましたが、今では良い思い出となっております。
昨年支店長着任後、奥田会長、卯野様、内堀様などから「入
会をしたら」とお誘いをいただき感謝しております。還暦
もすぎた中で、これからの人生がより充実したものとなる
よう、ロータリー活動を通して学んでいきたいと思います
のでご指導、ご鞭撻をお願いいたします。

このたび、松田光代会員、屶網大介会員の御推薦を賜り、
金沢北ロータリークラブに入会させていただくこととなりま

頼者の声に耳を傾け、できる限り細やかに、をモットーとし
てきました。
そして、
「ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎とし

した弁護士の向峠と申します。
私は、七尾市の出身です。七尾高校卒業後、立命館大学、

て奉仕の理念を奨励し、
これを育むことにある」
（定款第 4 条）

立命館大学院、京都大学大学院といずれも京都市内で約 10

とありますので、今回の入会を機会に更に新しい活動の場を

年にわたる学生生活を謳歌し、弁護士業務開始を機に金沢市

広げ、職業上も更に高い倫理基準を保つことができればと考

へと移り住むこととなりました。

えております。

業務開始当初は、眼前の業務に忙殺される日々でしたが、

趣味は、なかなか上達しないゴルフと、妻のご機嫌取りも

数年前から高校や大学の同窓会への参加を通じて、同窓生や

兼ねて温泉旅行に出かけることも、楽しみとしております。

異業種の方との繋がりの大切さを実感しております。最近で

また、甘いものを求めて、ケーキバイキング巡りも大好きで

は、これらの繋がりがきっかけで、高校生を対象とした専門

す。若い頃は、一時間にケーキを 50 個ほど食べることがで

職務に関するキャリア講演や、継続的な寄付活動、果ては学

きたのですが、流石に最近は衰えを感じてきました。金沢近

生相手の受験指導など、次の世代の担い手を育成する機会も

辺のケーキバイキングがあれば、是非教えてください。
金沢北ロータリークラブでは、現時点で最年少の会員とな

増え関心を持っております。
私の職務である弁護士とは、基本的人権の擁護と社会正義

りそうです。皆様には、多々御迷惑をおかけすることもある

の実現をその使命としております。これまでも私自身は、
「依

かとは思いますが、今後とも御指導御鞭撻のほどよろしく御

頼者にとって最善の解決策は何か」を究極の命題として、依

願いいたします。

第 1895 回例会

納涼例会

８月１日（木）晴れ 18：30 ～ 20：30

松魚亭

１．例 会
点 鐘
ロータリーソング ｢ 奉仕の理想 ｣
奥田会長挨拶
米山奨学生（尹曼琳さん）紹介
第３９代会長・幹事顕彰 （玉田君、小泉君）
誕生・結婚祝い
ニコボックス披露
ハーモニカミニコンサート
乾 杯
勝田副会長
歓 談
ロータリーソング ｢ 手に手つないで ｣
閉会の挨拶
玉田直前会長
２．出 欠
会員 ２６名
ご夫人 １０名
出席率 ５０．
９８％
３．ニコニコボックス
奥田君、山上君
本日の納涼例会の盛会を記念して。ハーモニカ演奏楽し
みにしています。
奥田君 元娘を、許可を頂いて借りてきました。昔はふつつかな
娘、いまはどんな嫁か存じあげておりません。
玉田君、小泉君
第３９代会長・幹事の顕彰を受けて。有難うございまし
た。
畠 君 今日は皆様、ご苦労様です。奥様方に久しぶりに会えて
光栄です。
吉井君 納涼例会に乾杯。

中浦君 夜間例会のご利用に感謝して。今日は竹伐りの奉仕が出
来ました。
合計１３，
０００円（累計６５，
０００円）

第 1896 回例会

ガバナー公式訪問

８月８日（木）晴れ 12：30 ～ 13：30
１．講 話
第２６１０地区ガバナー 湯浅外志男君
「ロータリーで学ぼう」

松魚亭

