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村上太胤（むらかみ たいいん）

昭和 22 年　岐阜県各務原市生まれ。
昭和 31 年　９歳で薬師寺に入山し、故・橋本凝胤師に師事。
昭和 44 年　龍谷大学文学部仏教学科卒業。
昭和 52 年　薬師寺執事に就任。

平成 15 年　薬師寺執事に就任し、現在に至る。
法相宗宗務長、薬師寺岐阜別院住職も兼務。
著書に、『東京原宿辻説法』（佼成出版）、

『薬師寺』（共著、里文出版）など。

３．来訪者（敬称略）
　金　沢ＲＣ　　白塚重典
　金沢西ＲＣ　　小林　洋
　百万石ＲＣ　　川きみよ
４．ニコニコボックス
　奥田君、山上君

本日の講師、吉井会員のお話を楽しみにしております。
　吉井君   本日、お話をさせて頂きます。また、先日インド旅行に

行って参りました。
　濱井君   １７ヵ年の皆出席顕彰を頂き、有難うございます。今後

ともよろしくお願い致します。
　向峠君   先週は講話を聴いて頂き、有難うございました。
　屶網君   １０月２１日に、次男が産まれました。名前はまだ決まっ

ておりません。金沢北ＲＣに入会させて頂き四年になり
ますが、入会後たて続けに３人の子宝に恵まれました。
感謝です。

合計８，０００円（累計１２１，０００円）

第 1906 回例会
１１月７日（木）雨　12：30 ～ 13：30　   　松魚亭

１．バイキング例会
２．出　欠
　出席　３３名　　欠席　２０名
　出席率　６４．７１％　　ビジター　１名
３．来訪者（敬称略）
　金　沢ＲＣ　　西野一郎
４．お誕生日祝い（敬称略）
　　７日　魚住安彦　　的場晴次
　１８日　中浦洋昭
５．ご結婚記念日祝い ( 敬称略 )
　　１日　千原浩一
　　３日　高畠菊丸　　濱井弘利　　勝田浩之
　１１日　屶網大介
　２３日　辻　利陽
６．ニコニコボックス
　奥田君、山上君

山茶花の咲く頃となりました。
　魚住君   誕生日祝い、有難うございます。
　的場君   今日から、６０歳後半の年となりました。
　安宅君   冬の味覚の王者、「ズワイ蟹」が本日より入荷致しました。

是非、何度でもご賞味ください。
合計６，０００円（累計１２９，０００円）

第 1907 回例会
１１月１４日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　松魚亭

１．講　話
　会員　中浦洋昭君　「AEB４８研究」
２．出　欠
　出席　　３３名　　欠席　２０名　　出席率　６４．７１％
　ビジター　１名
３．来訪者（敬称略）
　金沢西 RC　　渡辺　明
４．幹事報告
　・例会終了後、理事会開催
５．ニコニコボックス
　奥田君、山上君

久しぶりに良い天気に恵まれました。
　辻　君   先週、忘れていた結婚記念日の発表があり、改めて長い

結婚生活に感謝します。
　上月君   ゴルフコンペに、初めて参加させて頂きました。雨でし

たが、メンバーに恵まれ、三位に入賞しました。
合計６，０００円（累計１３５，０００円）

理　事　会　報　告
１０月１７日（木）出席者１３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）午前９時～１６時　石川県立武道館にて

　②年忘れ会の件
１２月１９日（木）１８時３０分　松魚亭にて

　③指名委員会設置の件
奥田、吉井、勝田、山上、佐賀会員の５名

◆各委員会報告
　・職業奉仕委員会　
　　１０月３１日（木）日本伝統工芸展鑑賞

理　事　会　報　告
１１月１４日（木）出席者１４名

◆審議事項
　①京都友好訪問決算報告　
　②第４４回金沢市少年柔道大会決算報告　
　③年忘れ会の件
　　１２月１４日（木）１８時３０分　松魚亭にて
　　JAZZ カルテットによる演奏・全員参加のゲームを計画中
　④バイキング例会は、中止とする

◆報告事項
　①４０周年記念例会決算報告
　②高崎シンフォニーＲＣより、友好クラブ提携の要請あり
　　次年度への引き継ぎ事項とする

１０月クラブ日誌

３日（木） 創立４０周年記念例会
金沢市アートホール
ホテル日航金沢にて

４日（金） ４０周年記念ゴルフコンペ 片山津ＧＣにて

１０日（木） 京都洛北ＲＣ４０周年記念例会
ウエスティン都ホテル
京都にて

１７日（木） １０月定例理事会 松魚亭にて

２７日（日） 第４４回金沢市柔道大会 石川県立武道館にて

３１日（木） 日本伝統工芸展鑑賞 石川県立美術館にて

第 123 回ゴルフコンペ成績　　　
平成２５年９月１４日（土）　金沢ゴルフクラブ

O  I G H N
優　 勝 吉 井 　 清 ４５ ４５ ９０ ２１ ６９
準 優 勝 屶 網 大 介 ５５ ４９ １０４ ３０ ７４
第 ３ 位 辻　 利 陽 ５０ ５０ １００ ２４ ７６
第 ４ 位 松 本 範 夫 ４７ ４５ ９２ １５ ７７
第 ５ 位 安宅真由美 ５１ ４６ ９７ ２０ ７７
第１０位 水 巻 啓 光 ４３ ４４ ８７ ６ ８１
Ｂ Ｂ 大 場 　 修

講 話 予 定

１２月５日（木）
会員　金丸雅人君

１２月１２日（木）
アイーダ・ママードウァ氏

「日本で一番感じた文化について」

１２月１９日（木）
年忘れ会

１２月２６日（木）
休　会

１月９日（木）
金沢８ＲＣ新年合同例会　

「寺岡会員による越中
　　　　　　おわら節」



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 1904 回例会
１０月１７日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　松魚亭

１．講　話
　会員　向峠仁志君
　「最近の法律改正について」
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ＲＣ　西野一郎
　金沢東ＲＣ　中村吉隆
４．皆出席顕彰　
　１７ヵ年　濱井弘利君
５．お誕生日祝い（敬称略）
　　３日　玉田善明
　　８日　合田昌英
　　９日　米澤修一
　２０日　屶網大介、野村千秋
　２２日　上月秀一
　３１日　高岡　昇
６．結婚記念日祝い（敬称略）
　１０日　喜多和行
　１３日　魚住安彦
　１６日　山上公介、油井敏男
　１９日　中村實博
　２５日　高岡　昇
　２６日　本岡三千郎
　２７日　安宅雅夫

７．ニコニコボックス
　奥田君、山上君

創立４０周年例会。おかげさまで無事終わりました、有
難うございます。

　大村君   ４０周年例会、大成功。久し振りに金沢北ＲＣのパワー
を見ました。

　畠君、安宅君
４０周年記念例会、有難うございました。

　玉田君  お陰様で、６６歳の誕生日を迎えることが出来ました。
前期高齢者です。これから一層頑張りますので、宜しく。

　屶網君   今月が誕生月で、２０日で３７歳となります。また、今
月中には第三子が産まれる予定です。体調管理を心掛
け、あと２０年は頑張りたいです。

　野村君   今月誕生月です。お祝い有難うございます。４０周年も
無事終了でき、お世話になりました。本当にありがとう
ございました。

　水巻君   京都洛北ＲＣ４０周年記念コンペで、優勝致しました。
当クラブ記念ゴルフコンペのリベンジが出来ました。近
江牛、大変美味しく頂きました。

合計１３，０００円（累計１１３，０００円）

第 1905 回例会
１０月２４日（木）雨　12：30 ～ 13：30　   　松魚亭

１．講　話
　会員　吉井　清　君
２．出　欠
　出席　３０名　　欠席　２３名　　出席率　５８．８２％
　ビジター　３名

< 金沢北ロータリークラブが大会の生みの親 >
　10 月 27 日（木）に県立武道館において、
金沢市柔道大会が挙行されました。今年で
44 回目を迎え、金沢の柔道愛好家の皆様に
親しまれてきた大会です。当クラブが単独主
催者として金沢市柔道大会を 27 回運営に関
わってきましたが、三年前より金沢市柔道協
会との共同開催ということになり、大会の規
模もさらに拡大し、競技内容も充実したもの
となりました。当クラブからは、奥田会長、
玉田パスト会長を始め 10 数名が大会役員と
して参加、私も幹事として本部掲示用の北
ロータリー旗を携えて、馳せ参じた次第であ
ります。

< 柔道衣着用で背筋がピッと >
　事前に大会役員は柔道衣着用と聞かされて
おり、私はてっきり開会式の体裁を整える程
度に上着だけ羽織れば良いとタカをくくって
おりましたが、会場で渡されたのは洗いざら
しの麻の匂いのする柔道衣上下一式、背広の
上に柔道衣を羽織るのはかさばるな〜、シャ
ツに直接着るのが丁度いいなという安直な胸
算用は、即、御破算となりました。
　ごわごわした柔道衣を着込み、靴下を脱い
で、最後に帯をギュッと締める。根が単純な
性格ということもあり、その瞬間から柔道選
手と精神的に繋がった気持ちになり、試合を
する訳でもないのに闘争的な昂揚感に包まれ
ました（笑）。
　道場に入ると選手、役員全員が柔道衣を着
用しているのを目の当たりにします。その一

らなければ、韓国からの留学生かと見間違う
ばかりの堂々たる話しぶりでした。それを聞
いた韓国の選手団は、初めは驚いた様子でス
ピーチに聞き入り、次第にリラックスして笑
顔を取り戻したのでした。
　まさに 1 人の中学生による、巧まざる真摯
なお

・・・・・
もてなしの気持ちが伝わった瞬間であり

ました。スピーチ終了後、満場の拍手が沸き
起こります。その時、会場は日韓の枠を超え
て一つになったと感銘を受けたのは、私一人
ではなかったような気がします。

体感と規律ある雰囲気は凛として、清々しい
感じがいたしました。また、青畳を踏んだ時
の裸足に伝わる冷んやりとした感触と弾力感
が気持ち良く、人目も憚らず畳に転がって受
け身を取り、バシッと手を叩いて音を響かせ
たい衝動にかられました。日本伝統の武道で
ある柔道のもつ雰囲気を、幹事役であること
を忘れて個人的に堪能させて頂きました。

< おもてなしはハングルで >
　当日は、金沢市と姉妹都市になる韓国の全
州市の小中学生も招かれておりました。白の
柔道衣の大勢の日本人の中に、青の柔道衣を
着た韓国の選手達はひときわ目立っておりま
した。開会式直後のエキシビションとして、
親善交流試合を控え、皆一様に表情が固く、
緊張している様子がうかがえます。
　そんな韓国人選手の雰囲気を察してか、奥
田会長が開会式の挨拶の第一声で「アンニョ
ンハセヨ !」（皆さん、こんにちは）と呼びか
けたのは、同氏ならではの気配りでした。た
だあいにくとマイクとの立ち位置が悪くて声
が届かず、選手をリラックスさせる試みは不
発に終わったのは残念でしたが…（フレンド
リーな雰囲気は十分に伝わっていたことを申
し添えます）
　しかし、その友好親善の想いは選手宣誓で
引き継がれることなります。宣誓したのは、
前年度優勝者の金沢の中学生 Y 君、なんと
彼は 1 分半にも及ぶ宣誓のスピーチをハング
ル語で披露したのです。しかも原稿なしで !
彼が最後に所属クラブと氏名を日本語で名乗

< 終わりに…来年度参加のお誘い >
　日頃は、まず触れることのない「柔道」と
いう日本の伝統文化と「柔道場」という異空
間に一時浸り、青少年育成の場でのさわやか
な感動を一緒に味わえて、ロータリアン冥利
に尽きました。

参加会員 : 奥田・山上・玉田・木下・松本・小泉・
水巻・内堀・寺岡・横井・金丸・松田（敬称略）

金沢市柔道大会に参加して
幹事　山上 公介　


