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白山本宮名誉宮司 大幡神杉伊豆牟比咩神社 宮司　山崎 宗弘（やまざき むねひろ）
輪島市生まれ。
国学院大専門部卒。
同市三井中、穴水高教論、県神社庁理事などを経て県神社庁、神社本庁評議員。
1994 年 11 月から第 19 代白山比咩神社宮司。79 歳。

第 1928 回例会     職場訪問例会
４月２７日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30 金沢地方裁判所

１．出　欠
　出席　３３名　　欠席　１５名　　出席率　７０．２１％
２．ニコニコボックス
　奥田君、山上君

今日はお世話になりたくない職場の訪問ですが、大変
興味があります。

佃　君   昨２３日夕方６時過ぎ、石川テレビにて我が社の取材
ニュースが放映され、光栄に感じています。画面では
つくづく、自分は老人になったと痛感いたしました。

合計５，０００円（累計４１３，０００円）

４月クラブ日誌
１０日（木） 金沢北・百万石ＲＣ合同お花見例会 松魚亭にて

１７日（木） ４月定例理事会 松魚亭にて

２４日（木） 金沢地方裁判所見学

理　事　会　報　告
4 月 1７日（木）出席者１３名

◆審議事項
　①新会員候補者の件（１名）
　②財団補助金申請の件

補助金の額としては２０１１～１２年度の財団寄付額の四割と
いうことで、４～５万程度となる。
当初、柔道大会（動）と、茶道関係支援（静）の二件を対象
としていたが、柔道大会は金沢市柔道協会との共同事業であ
るため、当クラブ単独事業の茶道関連事業（畳の寄贈）のみ
の申請とした。

◆その他
　・会員開発統括委員長（玉田会員）

今年度も残り二か月余りとなり、更に会員増強に協力頂きた
い。

第 1929 回例会
５月 8 日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　   　松魚亭

１．講　話
　釜師　１４代　宮崎寒雉　氏
　「寒雉釜の話」　
２．出　欠
　出席　３３名　　欠席　１５名　　出席率　７０．２１％
　ビジター　２名

３．来訪者（敬称略）
　金沢西ＲＣ　辻　卓
　香林坊ＲＣ　川きみよ

４．幹事報告
　・米山奨学生　イン・マンリンさん来会

米山奨学会より、マンリンさんに修了証、吉井会員にカウン
セラー感謝状を拝受

５．皆出席顕彰
　　１０カ年　佐賀　務　君

６．お誕生日祝い（敬称略）
　　　　６日　越田和好
　　　  １８日　木村功一
　　　  ２２日　佃　一成
　　　  ２３日　松本範夫
　　　  ３１日　森　　大　

７．ご結婚記念日祝い（敬称略）
　　　　５日　深山　彬
　　　  １７日　野村千秋
　　　  １９日　内堀　茂
８．ニコニコボックス
　奥田君、山上君

立夏　卯辰山に青々とした緑、さわやかな風…気持ちの
いい五月晴れの日です。

　吉井君  講師に宮崎様をお迎えして。
　佐賀君 １０ヵ年皆出席顕彰を受けて。
　松本君  誕生月を迎えました。お祝い有難うございます。
　松田君  お蔭様で、義父が褒章を頂きました。

合計１０，０００円（累計４２３，０００円）

理　事　会　報　告
５月８日（木）出席者１４名

◆審議事項
　①新会員候補者の件　（２名）
　②地区財団補助金申請の件（中間報告）
　　地区では承認
◆その他
　・最終夜間例会（６月２６日）の件

５・６月の例会変更のご案内

…………………………………金沢ＲＣ…………………………………
５月２１日（水）時間未定

金沢ニューグランドホテル「チャリティナイト」
………………………………金沢東ＲＣ………………………………

６月１６日（月）休　会
…………………………金沢西ＲＣ…………………………

５月１６日（金）夜間例会１８：３０～（メーキャップ可）
６月２７日（金）最終夜間例会　時間未定　辻家庭園

…………………………金沢南ＲＣ………………………
６月１７日（火）１８：３０～「最終夜間例会」

６月２４日（火）休　会
……………………………金沢北ＲＣ……………………………

６月２６日（木）最終夜間例会１８：３０～松魚亭
…………………………香林坊ＲＣ………………………

６月１６日（月）夫人同伴例会１８：３０～金沢エクセルホテル東急
６月２３日（月）→６月２０日（金）やれやれ会温泉

６月３０日（月）休　会
……………………………百万石ＲＣ……………………………

５月２９日（木）休　会
６月２６日（木）休　会

講 話 予 定

５月２２日（木）
能楽師　藪　俊彦　氏　

５月２９日（木）
会員　金丸雅人　君

６月　５日（木）
篆刻家　北室南苑　氏

６月１２日（木）
第２６１０地区ガバナー　湯浅外志男　君



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

　今回の職場訪問先は金沢地方裁判所で、
4月 24日（木）に実施しました。
　当クラブには弁護士業の会員が多数お
られること、建物が重厚さを前面に出し
た以前ものとは全く異なるものとなった
こと等から一見の価値ありとして選びま
した。
　訪問に際して、窓口担当を松田光代会
員にお願いした経験もあり、受付はスムー
ズに済みました。案内された控室（会議
室？）で裁判所の種類（最高裁判所、高
等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡
易裁判所）や裁判の内容（民事裁判・行
政訴訟、刑事裁判）など、パンフレット
を参考にして説明を受けました。また、
建物については、敷地が風致地区である
ため高さ制限があること、裁判所も複数
入所すること等から設計関係全般に亘っ
て、最高裁判所が取り仕切ったそうです。
　当日は、裁判の予定がなく「傍聴」の
経験は出来なかったものの、裁判員が参
加する法廷を見学させてもらいました。

　このたび、平成 19年 12 月の弁護士登
録から勤務しておりました西徹夫法律事
務所を退所し、本年 4月 1日より、金沢
弁護士会所属の麻生小夜弁護士と共に「金
沢あおば法律事務所」を開設し、独立開
業することとなりました。昨年夏に金沢
北ロータリーに加入してから、新居の完
成、独立開業と大きな分岐点がありまし
て、35歳がまさに人生のターニングポイ
ントとなりそうです。
　開業にあたって、特に大きな目標を掲
げたわけではありませんが、我々弁護士
に与えられた使命は、基本的人権の擁護
と社会正義の実現（弁護士法第 1条 1項）
です。これらの使命は、一見すると抽象
的で分かりにくく、弁護士各人によって
如何様にも解釈することができるのでは
ないかとも思われます。もっとも、私の
場合、これらの使命を具体的に実践する
とすれば、「ロータリーの目的」と「四つ

一段高い正面の奥には背もたれが黒色の
椅子が 9本（裁判官 3名、裁判員 6名）、
中央部の左右には原告や被告の法曹関係
者黒い椅子、左手の法曹関係者の机の前
には場違いに映る空色の長椅子が見えま
した。傍聴席は鮮やかな紫色の生地が施
されており、座り心地も良くとても斬新
な感じがしました。「座るだけなら・・・」
との許可を得て、裁判官や裁判員等の椅
子の座り心地を確認し、最後に長椅子に
座りました。気のせいか、安価にみえた
せいか、座り心地は良くはありませんで
した。「一度経験しておけば二度目はない」
との思いで被告席に座った次第です。
　案内された職員の方にお礼を申し上げ、
美術館のようなガラス張りで開放感のあ
る裁判所、当事者となって来たくない裁
判所に別れを告げました。
出席者：
安宅、松本、佐賀、中浦、中村（實）、木村、
山上、濵井、水巻、馬場、越田、内堀、
寺岡、奥田、松田、向峠（順不同・敬称略）

のテスト」を通じて、達成することが一
番分かりやすいのではないかなと思う今
日この頃です。
　ところで、皆様から、「得意分野は何 ?」
とか「どういった仕事を中心にやってい
るの ?」とか質問されることがあります。
その答えとしては、金沢くらいの規模の
都市ですと、おそらく「何でもやりますよ。
とにかく何でも御相談ください。」という
のが適切かもしれません。東京や大阪な
どの大都市では、特殊分野の業務に特化
した弁護士も多いですが、金沢で執務す
る弁護士の多くは、誤解を恐れずに言え
ば、所謂「町医者」のように、地域で困っ
ておられる方のあらゆることに手をさし
のべることが重要と考えております。で
すので、皆様、何かお困りの際には、何
なりと御相談いただければ幸いです。
今後ともまた、よろしくお願いいたし
ます。

職場訪問「金沢地方裁判所」
職業奉仕委員長　水巻 啓光　

独立開業しました
会員　向峠 仁志　

第 1927 回例会
４月 17 日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　  　松魚亭

１．講　話
　金沢市立湯涌江戸村　村長　土屋敦夫氏
　「古民家について」
２．出　欠
　出席　３５名　　欠席　１４名　
　出席率　７２．９２％
　ビジター　１名
３．来訪者（敬称略）
　香林坊ＲＣ　　川きみよ

４．ニコニコボックス
　原勉ガバナー補佐

お世話になります。
　奥田君、山上君

先週は、楽しい合同例会でした。中村實博委員長はじめ、
担当の皆様ご苦労様でした。また、釣り同好会の中村

（芳）・大場君には沢山の「かさご」の差し入れ有難う
ございました。百万石ＲＣの皆様も、大変美味しいと
言っておられました。

　吉井君   講師に、土屋先生をお迎えして。
　山上君  １２日のゴルフコンペでは、パートナー（美熟女２人、

片町の帝王）に恵まれ、優勝いたしました。
合計１０，０００円（累計４０８，０００円）土屋　敦夫　氏


