
2013.10.31thu

題字／大谷芳照

No.893

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 1901 回例会
９月１９日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　  　松魚亭

１．クラブフォーラム
　創立４０周年記念例会についての全体会議
２．出　欠
　出席　３５名　　欠席　１８名　　出席率　６８．６３％
３．ニコニコボックス
　奥田君、山上君

今日は、創立４０周年記念例会の全体会議です。宜しく
願申し上げます。

合計２，０００円（累計１００，０００円）

第 1902 回例会  創立 40 周年記念例会
１０月３日（木）晴れ 16：00 ～ 21：00  金沢市アートホール / ホテル日航金沢

１．記念例会　SAA　中村 實博　野村 千秋
　開会宣言　SAA　中村 實博
　開会点鐘　会長　 奥田 久雄
　国歌斉唱
　ロータリーソング斉唱　「奉仕の理想」
　黙　　祷　物故会員に対して
　開会挨拶　会長　 奥田 久雄
　来賓紹介　
　祝　　辞　第２６１０地区ガバナー　湯浅 外志男様
　　　　　　京都洛北 RC 会長　大庭 茂生様
　　　　　　相模原南 RC 会長　月森 清一様
　　　　　　東京小石川RC会長　平野 正俊様
　記念事業発表　実行委員長　　　　畠　善昭
　目録贈呈　金沢市中学校文化連盟様
　　　　　　会長　 奥田 久雄
　《　休憩　》
　記念講演
　講師紹介　野村 千秋
　講　　演　《人生、笑いが一番》　二代目　林家 木久蔵 師匠
　閉会挨拶　会 長エレクト　吉井 清
　閉会点鐘　会 長　奥田 久雄
　閉会宣言　SAA　中村 實博
　諸事お知らせ　
　《　移動　》
　記念祝賀会　司会　松田 光代

御 祝 儀　金沢三茶屋街芸妓連
　　長唄　君が代　松竹梅
　　　　地方　三味線　福太郎　きみ代
　　　　　　　　唄　　ま　ゆ　えみ華
　　　　立方　　　　　紗やか　ゆき葉　ぽん太
　　金沢風雅
　　　　地方　三味線　福太郎　きみ代
　　　　　　　　唄　　ま　ゆ　えみ華
　　　　立方　　　　　紗やか　ゆき葉　ぽん太　小　梅
　　　　　　　　　　　萌美路　桃太郎
開宴挨拶　実行委員長　 　 　 畠 善昭
スピーチ　チャーターメンバー　  初代幹事　大村 精二
　　　　　東京六本木 RC　 浅田 豊久様
乾　　杯　金沢東 RC 会長　 半田 隆彦様
祝　　宴
アトラクション　  琉球楽団 　太

てぃーだんちゅ
陽 人

ロータリーソング斉唱　　　　　「手に手つないで」
閉宴挨拶　実行副委員長　　　安宅 雅夫

２．出　欠
　御来賓（ガバナー・金沢７ＲＣ会長・幹事）    １５名
　京都洛北ＲＣ　　４２名　　東京小石川ＲＣ　２０名
　相模原南ＲＣ　　１２名　　東京六本木ＲＣ　１０名
　金沢東ＲＣ　　　　５名　　金沢香林坊ＲＣ　　１名
　金沢百万石ＲＣ　２１名　　米山奨学生　　　　１名
　金沢北ＲＣ　会員４６名　　ご夫人　　　　　１６名
３．ニコニコボックス
　京都洛北ＲＣ　大庭茂生会長

創立４０周年おめでとうございます。大勢でお邪魔いた
しまして。

　相模原南ＲＣ　月森清一会長、中村辰雄幹事
創立４０周年例会、おめでとうございます。

　東京小石川ＲＣ　平野正俊会長、内田猛幹事
創立４０周年、おめでとうございます。

　東京小石川ＲＣ　高月清司君
創立４０周年、おめでとうございます。

　金沢百万石ＲＣ　野城勲会長、上杉輝子幹事
創立４０周年、おめでとうございます。

　金沢百万石ＲＣ　石丸幹夫君
創立４０周年、誠におめでとうございます。昔を思い出
します。

合計５８，０００円（累計１５８，０００円）

第 1903 回例会
京都洛北ＲＣ創立 40 周年記念例会

京都ウエスティン都ホテル京都

　出席者　金沢北 RC 会員１６名　ご家族１０名

理　事　会　報　告
９月１２日（木）出席者１４名

◆審議事項
　①第４４回金沢市少年柔道大会の件　

１０月２７日（日）９：００～１５：００　石川県立武道館にて
　②京都洛北ＲＣ４０周年例会の件　
　　１０月１０日（木）現在のところ参加者は、夫人を含め２６名

◆その他
　①金沢北ＲＣ創立４０周年記念例会の件
　　現在のところ、１９０名の参加者

９月クラブ日誌
１２日（木） ９月定例理事会 松魚亭にて

１４日（木） 奉仕プロジェクト委員会炉辺会合 葡萄酒街道にて

講 話 予 定

１１月７日（木）
バイキング例会のため講話なし

１１月１４日（木）
会員　喜多和行君

１１月２１日（木）
会員　中浦洋昭君

１１月２８日（木）
会員　本多弘夫君

１２月５日（木）
会員　金丸雅人君

記念式典 記念祝宴・狂言



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

第 1899 回例会
９月５日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　  　松魚亭

１．講　話
　会員　大村精二　君　　
　「我がクラブ創立の頃、あれこれ」
２．出　欠
　出席　３５名　　欠席　１８名
　出席率　６８．６３％　　ビジター　２名
３．来訪者（敬称略）
　金沢東ＲＣ　　本谷裕二
　百万石ＲＣ　　川きみよ
４．幹事報告
　・本日、例会終了後４０周年実行委員会
５．皆出席顕彰（敬称略）
　４１ヵ年　大村精二　　３７ヶ年　木下和吉　
６．お誕生日祝い（敬称略）
　　　　１日　濱井弘利
　　　　８日　中村實博
　　　１５日　大村精二
　　　２２日　佐賀　務
７．ご結婚記念日祝い（敬称略）
　　　１５日　森　　大
８．ニコニコボックス
　奥田君、山上君

創立４０周年例会まで一カ月を切りました。会員の皆様、
ご準備の程よろしくお願いします。

　大村君   ４１ヶ年皆出席顕彰を受けて。また今月は誕生月です。
今日は、金沢北ＲＣ創立の頃の話をさせて頂きます。

　畠　君   大村先輩の人生体験と、ロータリーへの想いを楽しみに
しています。

　中村（實）君
誕生日プレゼント有難うございます。６１歳になります。

　佐賀君  ８月３１日、アイアンマン・ジャパン北海道のトライア
スロンに参加してきました。３．８ｋｍスイム・１８０km
自転車、４２km マラソンを、１５時間１３分５６秒で完走
しました。１６００名参加、６５～６９歳男子は１４名いま
したが、完走は８名、私は５番目でした。

合計１０，０００円（累計８２，０００円）

第 1900 回例会
９月１２日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　  　松魚亭

１．ミニコンサート
　クラシックギタリスト　　太田真佐代　氏
２．出　欠
　出席　　３５名　　欠席　１８名
　出席率　６８．６２％
　ビジター　１名
３．幹事報告
　・例会終了後、理事会開催
４．ニコニコボックス
　奥田君、山上君

祝・１９００回例会。
太田さんの、素敵な音色を期待しております。

　木下君  ３７ヶ年皆出席顕彰を受けて。
　小泉君  息子がハワイで結婚式を挙げました。久し振りに家内と

ハネムーンと思いましたが、単なる家内の買い物の通訳
をさせられただけでした。

　安宅君  １０日（火）能登カントリークラブで開催された、女性ば
かり１８７名参加の競技会において、妻が宝達コース６番
でホールインワンを達成いたしました。無礼にも、私を
差し置いた行いで許しがたいことですが、滅多に起こら
ない事なので、祝うことにしました。

合計１６，０００円（累計９８，０００円）

40 周年事業に会員諸兄のお力添えを頂き心からの感謝
40 周年実行委員長　畠 善昭　

京都を訪れて
親睦活動委員長　中村 芳明　

　渡り鳥が、北の空から舞いもどる季節
になり、金沢でも山のふもとには、霜の
便りが届く季節になりました。
　去る 10 月 3 日（木）に開催されました、
金沢北 RC 創立 40 周年記念例会・記念
祝賀会には、第 2610 地区湯浅ガバナー
をはじめとして、友好クラブである、
京都洛北 RC、相模原南 RC、東京小石川
RC、又かつて金沢北クラブに所属されて
いました浅田豊久会員率いる東京六本木
RC、金沢市内のロータリークラブの会員、
そのご夫人。総勢 188 名ご参加のもと、
無事に終了することができました。
　ここに改めて、感謝申し上げます。
　記念講演会には『人生、笑いが一番』
と題して、2 代目、林家木久蔵　師匠の
流石、聴衆を引き付ける説得力のある講
演。記念祝賀会では、金沢三茶屋街芸妓
連によるご祝儀、長唄『君が代　松竹梅』
金沢風雅でオープニング、アトラクション
琉球楽団「太陽人」と、40 年のメモリアル

　京都洛北 RC 創立 40 周年記念例会の翌
日早朝、ホテルの近所を散策しようとい
う事になり、数名で南禅寺界隈を見て歩
きました。台風の被害にあったのか、と
ころどころに土が盛ってあり、1 メートル
ほどの水路にも、かなりの土砂が流れ込
んだ様子が見てとれ、台風のすごさを感
じました。そのような中でも、南禅寺の
伽藍は、静かで広く落ち着いていて、ゆっ
くりとすがすがしい散歩ができました。
　9 時からは、予定の通り山縣有朋の別
荘跡であった無鄰菴庭園、大河ドラマ『八
重の桜』でおなじみの新島八重旧邸、相
国寺の秋の特別公開を廻り、長楽館でイ
タリアンのランチをいただきました。京
都洛北 RC 大庭会長より、サプライズで

らしいストーリーで進行されました。
このように、多くの方々との『つながり』
を実感できたことを、本当に嬉しく思っ
ています。
　これは、今までの歴代会長・幹事の皆
様方の卓越した手腕と、会員各位がロー
タリーの精神である『友愛と奉仕』の理
想を掲げ、心を一つにして 40 年の年輪
を刻んできた証であると思います。
　金沢北ロータリークラブは創立の精神
を忘れることなく、50 年に向けて長い歴
史と伝統の意味を噛みしめ、時代に即応
できる、柔軟性に富んだクラブ運営にと
心がける次第です。
　この 40 年の礎を創って頂いた先輩諸
氏に、重ねて深く感謝を申し上げまして、
この事業の重要性をご理解して頂き、心
を一つにしてご協力とお力添えを頂きま
した会員の皆様方に、衷心より御礼申し
上げます。
　本当に、お世話になりました。

シャンパンと赤ワインの差し入れがあり、
一気に盛り上がりました。お心遣いあり
がとうございます。
　料理は、しゃれた器に上品に盛られた
品が次々に出され、会話も弾み、あっと
いう間に時間がたちました。その後、一
路ジャパンエース
ゴルフ倶楽部へ向
い、ゴルフ組と合
流。クラブハリエ
八日市店で買い物
を楽しみ、金沢へ
の帰路に就きまし
た。みなさん、お
疲れ様でした。


