５．ニコニコボックス
奥田君、山上君
東洋の心をお持ちの、国際人アイーダ・ママードゥアさ
んを講師にお迎えして。
吉井君 講師にアイーダさんをお迎えして。
畠 君 中村ＳＡＡに誘われて、声掛けられて。
小泉君 楽しみにしていた年忘れ会、残念ながら出張で欠席にな
りました。皆さん、楽しんでください。私は一人さみし
く、今年を忘れます。
合計８，
０００円（累計１６６，
０００円）

第 1912 回例会
１２月１９日（木）晴れ

年忘れ会

18：30 ～ 21：00

松魚亭

１．出 欠
出席
３６名
欠席 １７名
出席率 ７０．
５９％
ご家族 １４名
米山奨学生 １名
２．《例 会》
①点 鐘
②ロータリーソング ｢ それでこそロータリー ｣
③会長挨拶
④松魚亭さんへお歳暮
⑤幹事報告
⑥ニコニコボックス披露
⑦点 鐘
《年忘れ会》
①開会の挨拶
中村芳明親睦活動委員長
②乾 杯
奥田会長
③ＪＡＺＺコンサート
M４
④会員作品展抽選
⑤ゲーム大会
⑥閉会の挨拶
吉井会長エレクト
⑦ロータリーソング ｢ 手に手つないで ｣
３．ニコニコボックス
奥田君
今日は、年忘れ会です。おもてなす心、頂く幸せ。
山上君 年忘れ会を、皆さんと一緒に楽しみましょう。
中村（實）君
娘が初産のために帰省してきました。元気な孫が産まれ
ますように。
中浦君 浅田屋各店をご利用いただいたことに感謝して。
合計８，
０００円（合計１７４，
０００円）

１１月クラブ日誌
１４日（木） １１月定例理事会

松魚亭にて

１２月クラブ日誌
５日（木） クラブ年次総会

松魚亭にて

１２月定例理事会

松魚亭にて

１２日（木） 次年度理事会

松魚亭にて

１９日（木） 年忘れ会

松魚亭にて

理

事

会

報

895

No.

告
１２月５日（木）出席者１６名

2014.1.16thu

◆審議事項
①退会会員の件 米澤修一君 高畠菊丸君 油井敏男君
②フィリピン中部地震大災害義援金の件
１２日と１９日の２回の例会にわたり、募金箱を回す
集まった募金に義援金基金から補助をして、合計５万円を送る
③日台ロータリー親善会議の件
◆その他
・年忘れの件
・会報原稿募集の件

次年度理事会報告
１２月１２日（木）出席者１６名
◆幹事報告
・次年度理事担当部署の件

1・2 月の例会変更のご案内
…………………………………金沢ＲＣ…………………………………
１月８日（水）金沢８ＲＣ新年合同例会へ振替休会
２月５日（水）時間未定 金沢ニューグランドホテル 「節分の会」
………………………………金沢東ＲＣ………………………………
１月６日（月）金沢８ＲＣ新年合同例会へ振替休会
２月３日（月）１８時～松魚亭「新春懇親例会」
…………………………金沢西ＲＣ…………………………
１月１０日（金）金沢８ＲＣ新年合同例会へ振替休会
２月２８日（金）休 会
…………………………金沢南ＲＣ………………………
１月７日（火）金沢８ＲＣ新年合同例会へ振替休会
……………………………金沢北ＲＣ……………………………
１月９日（木）金沢８ＲＣ新年合同例会
２月２７日（木）１８時３０分～松魚亭「夜間例会」
…………………………香林坊ＲＣ………………………
１月６日（月）金沢８ＲＣ新年合同例会へ振替休会
……………………………みなとＲＣ……………………………

魚住為楽展

１月７日（火）金沢８ＲＣ新年合同例会へ振替休会
………………………百万石ＲＣ………………………
１月９日（木）金沢８ＲＣ新年合同例会

講

話

予

定

１月２３日（木）
中村記念美術館々長 藪下宏氏
１月３０日（木）
会員 木下和吉君
ミニコンサート

最後の勝敗は、じゃんけんで

手に手つないで♪

２月６日（木）
ソプラノ歌手 幅田満里子氏

２月１３日（木）
会員 喜多和行君

村上太胤（むらかみ たいいん）
昭和 22 年
昭和 31 年
昭和 44 年
昭和 52 年

岐阜県各務原市生まれ。
９歳で薬師寺に入山し、故・橋本凝胤師に師事。
龍谷大学文学部仏教学科卒業。
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。

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

新年のご挨拶
昨年、10 月 3 日（木）、創 立 40 周 年 の 記 念
式典を無事に終えることができました。京都洛
北ロータリークラブ訪問も晴天に恵まれ、大変
有意義に表敬でき、これも会員皆様方のご協力
の賜と、深く感謝申し上げます。
ロータリークラブ創立 108 年目に、我々金沢
北ロータリークラブは 40 周年を迎えることがで
きました。1905 年にポールハリスが仲間と共に
シカゴロータリークラブを最初に設立した頃の金
沢には、多くキリスト協会が建てられていました。
これは秀吉の時代に追放されたキリシタン大名・
高山右近を前田家が、26 年間に渡り高い禄で召
し抱えていた歴史からつながっているのかもしれ
ません。その後も、太平洋戦争の戦災をまぬがれ
た金沢市内には、多くの多くの古い歴史ある神社
仏閣や教会が残り、日本最古のキリスト教会系の
幼稚園も現存するに至っております。
このような時代背景の中で、1970 年代には加賀
の三太郎と言われた哲学者・西田幾多郎、国文
学者・藤岡作太郎、仏教哲学者・鈴木貞太郎が
誕生しました。
中でも鈴木貞太郎は、鎌倉の円覚寺管長 釈 宗
演老師から「大拙」の名を受け、老師のすすめ
でロータリーが創設される８年前の 1897 年に、
シカゴ郊外にあるオープンコート出版社の編集
長兼哲学者ポール・ケラスの助手として、12 年
間キリスト教に関心を持ちつつ東洋文化と禅の
普及に努めました。1906 年には、釈 宗演老師
と共にルーズベルト大統領と会見し禅について
講義しています。また、京都洛北ロータリーク
ラブの式典で講演をされたこともあります裏千
家千玄室大宗匠は、20 代のアメリカ留学中に鈴
木大拙に３度会われ、大拙先生は千玄室大宗匠
に美術思想家・岡倉天心の『The Book of Tea』
という茶の本を原書で読むようアドバイスされ、
その後の大拙は講演の先々で「茶道は日本固有
の文化だ。」と紹介し、「茶は人生のオアシス」
とも言っていました。
一方で自身の伝記の中でロータリーを「大都
会の砂漠の中のオアシス」と表現していたハリ
スとロータリークラブを、アメリカの新聞ヒュー

ロン Ｄ . バートン

ハリスの人柄は、次々と号令を発していくよ
うな指揮官というタイプではなく、本業の仕事
に追われ生計の維持に悩まされることもあった
というごく平凡な人だったそうです。ハリス自
身も「ロータリーは楽しい事も多いわりにつら
い事もある」と言っておりますが、ロータリー
は高い理想を掲げています。会員たちは向上を
心がけています。ロータリークラブ会員たるに
ふさわしい資質は何かとたずねられたならば、
睦み合い、個を高めて行くことではないでしょ
うか。
個人的なエピソードになりますが、私の新竪
町小学校の大先輩でもある鈴木大拙先生が、昭
和 24 年 11 月に文化勲章を受章なさり母校に報
告に来られました。
私は体育館で先生と記念撮影をし、握手してい
ただいたことを今でも鮮明に覚えております。
日本がポツダム宣言を受諾した昭和 20 年８月
15 日の朝、B29 爆撃機から通信筒が鈴木大拙の
生家から 50m 離れた、現在の鈴木大拙館に投下
されました。同じ縁でも因縁のような不思議な感
覚がします。又、記念講演をいただいた２代目林
家木久蔵師匠は、鈴木大拙もゆかりのある円覚寺・
仏日庵とご縁があり寄席も開いておられます。
人生もロータリーもご縁です。私ども金沢北
ロータリークラブはまだまだ小さな歯車ですが、
皆様方と目的を一にしていると思います。今後は
50 周年に向けてまわり続けますので、更なるご指
導とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

ご縁をつないで

年忘れ会

会長 奥田 久雄

ストン クロニカルは「彼が組織したのは奇妙な
団体で、この会員はその団体から何も得ないど
ころか、善を行うという特権を手にするために
会員は会費を払うのである」と評しています。
これはロータリーの哲学の真髄です。ロータリー
の「超我の奉仕」は鈴木大拙の我のエゴイズム
を限りなく無くしていく「無功用の行」になん
となく相通ずるものを感じます。

ありがとうございました。

金沢北ロータリークラブの伝光〜友と友

今年の年忘れ会は、５時半より、恒例の魚住
為楽（人間国宝）会員の作品展を昨年同様に設
けました。会場は１階の末広の間、コーヒーと
お菓子のサービスで多くの皆さんに鑑賞、そし
て入札をしていただきました。
６時半に例会開催、引き続き奥田会長の乾杯
で年忘れ会が始まりました。今回は金沢でご活
躍のジャズグループ M － 4 の軽やかな生演奏を
聴きながら、お食事を味わっていただきました。
M － 4 の方には休憩なしで１時間以上も演奏し
て下さり、感謝しております。おかげさまで、
洒落たお食事を堪能させていただきました。
食事も進みお酒も回ってきたところで、作品
展の抽選を行いました。多くの皆さんの入札が

第 1908 回例会
１１月２１日（木）雨

12：30 ～ 13：30

松魚亭

１．講 話
ダイビングインストラクター 近本杏里氏
「海クラスーすべてはイルカとの出会いから始まった」
２．出 欠
出席 ３５名
欠席 １８名
出席率 ６８．
６３％
ビジター １名
３．来訪者（敬称略）
金沢東ＲＣ 田中照人
４．ニコニコボックス
近本 杏里 氏
奥田君、山上君
いくら小雪とはいえども凄い雷で、まさしく冬季雷の季
節です。
吉井君 講師に近本様をお迎えして。お話、楽しみにしています。
中浦君 今秋、健康に還暦を迎えることができました。今は亡き
両親に感謝です。
木村君 本日、ボジョレーヌーボォの解禁日です。
合計６，
０００円（累計１４１，
０００円）

第 1909 回例会
１１月２６日（木）雨

12：30 ～ 13：30

松魚亭

１．講 話
会員 本多弘夫君
「設計事務所と工務担当」
２．出 欠
出席 ３０名
欠席 ２３名
出席率 ５８．
８２％
３．ニコニコボックス
奥田君 山上寛治、お疲れ様でした。さらに元気になってください。
山上君 皆様に大変ご心配おかけしましたが、無事に復活しまし
た。ありがとうございました。
大村君 昨日、久しぶりに１８ホールまわりました。最高齢の私が、
ニアピンを二つとりました。気分がいいです。
合計６，
０００円（累計１４７，
０００円）

心豊かに〜
会長

奥田

久雄

親睦活動委員長 中村 芳明

ありましたので、一人１点とさせていただきま
した。当選された皆様、おめでとうございます。
ちなみに、１番人気は「神代杉の掛け台付の風鈴」
でした。
その後、食べ物の味比べを行いました。皆さ
んの舌をごまかそうとしましたが、殆んど当て
られてしまいました。残念！食品業界の皆様、
ロータリアンには偽装は通じません、くれぐれ
も偽装の無いようにご注意ください。
終わりは、吉井会長エレクトに閉会の挨拶で
閉めていただき、年忘れ会を楽しく終了するこ
とが出来ました。最後になりましたが、ご協力
下さった皆様にお礼を申し上げまして、年忘れ
会の報告とさせていただきます。

第 1910 回例会

クラブ年次総会

１２月５日（木）雨 12：30 ～ 13：30

松魚亭

１．講 話
会員 金丸雅人君
「自己紹介＆情報通信の今昔」
２．出 欠
出席 ３１名
欠席 ２２名
出席率 ６０．
７８％
３．幹事報告
・米山奨学生 インマンリンさん来会
４．お誕生日祝い（敬称略）
８日 大澤久廣
１０日 木下和吉
１２日 大場 修
５．ご結婚記念日祝い（敬称略）
２０日 木下和吉
６．ニコニコボックス
奥田君、山上君
今日は総会です。緊張感と安堵感が交差しております。
木下君 誕生日祝いをいただき、ありがとうございます。
大澤君 やっと、６５歳になりました。
大場君 ５４歳になります。三つほど病気を抱えていますが、三病
息災です。ありがとうございます。
合計１１，
０００円（累計１５８，
０００円）

第 1911 回例会
１２月１２日（木）雨

12：30 ～ 13：30

１．講 話
アイーダ・ママードゥア氏
「日本で一番感じた文化について」
２．出 欠
出席
３３名
欠席 ２０名
出席率
ビジター １名
３．来訪者（敬称略）
百万石 RC
川きみよ
４．幹事報告
・例会終了後、次年度理事会開催

６４．
７１％

松魚亭

