第 1932 回例会
５月 29 日（木）晴れ

12：30 ～ 13：30

新旧合同理事会報告

１．講 話
会員 金丸雅人 君
「企業・団体におけるインターネットの活用について」
２．出 欠
出席 ３０名
欠席 １８名
出席率 ６３．
８３％
ビジター ３名
３．来訪者（敬称略）
金沢東ＲＣ
和田清聡
金沢西ＲＣ
野中雅志
香林坊ＲＣ
木下弘治
４．幹事報告
・城北地区開発促進同盟会へ寄付贈呈
５．ニコニコボックス
奥田君、山上君
今日は大変暑い日です。今年度、例会もあと５回とな
りました。
合計２，
０００円（累計４３６，
０００円）

◆審議事項
①新会員候補者の件 （２名）
◆その他
・最終夜間例会（６月２６日）の件

７・８月の例会変更のご案内

８月６日（水）時間未定

ポール・ボキューズ 「納涼懇親会」

８月１３日（水）休

会

８月２７日（水）時間・場所未定 「早朝例会」
………………………………金沢東ＲＣ………………………………
８月１１日（月）休
８月２５日（月）１８：３０～

会

金沢国際ホテル 「夏の納涼例会」

…………………………金沢西ＲＣ…………………………
８月１５日（金）休

８日（木） ５月定例理事会
２５日（日） 地区協議会

松魚亭にて
高岡にて

第 1933 回例会

12：30 ～ 13：30

会

…………………………金沢南ＲＣ………………………
８月１２日（火）休

会

８月１９日（火）時間・場所未定 「納涼例会」
……………………………金沢北ＲＣ……………………………
８月６日（水）１８：３０～

松魚亭

１．講 話
書・篆刻家 北室 南苑 氏
「８００人の子ども難民を救った日本船・陽明丸」
２．出 欠
出席 ３２名
欠席 １６名
出席率 ６８．
０９％
ビジター ２名
３．来訪者（敬称略）
みなとＲＣ 松川篤裕
香林坊ＲＣ 川きみよ
４．幹事報告
北室 南苑 氏
・例会終了後に、次年度理事会開催。
・本日１８時３０分より、松魚亭にて新旧合同理事会開催。
５．皆出席顕彰
３４ヵ年 本岡三千郎 君
１４ヵ年 中村實博 君
６．ご結婚記念日祝い（敬称略）
２日 的場晴次
２６日 向峠仁志
７．ニコニコボックス
奥田君 昨日、靖国神社と国会議事堂を見学してきました。
奥田君、山上君、吉井君
中国、唐・宋時代の西夏文字研究科、北室南苑さまを
お迎えして。
本岡君 ３４ヵ年皆出席顕彰を受けて。
中村（實）君
１４か年皆出席顕彰をいただき、有難うございます。北
ロータリークラブに出会えたことに、感謝申し上げます。
木下君 ５月３１日、「木下和吉、議員活動３０年市政報告会」を
開催致しましたところ、お陰様で、盛会裏に終了する
ことができました。
誠に有難うございました。
中浦君 先週は、新聞紙上を賑わしました。金沢国際ホテルを
来月１日より、静岡県の呉竹壮に事業譲渡することに
なりました。皆様のご利用に感謝を申し上げます。
併せて昨夜より、片町の北國ビル屋上にて、サントリー
ビアレストランがオープンしました。ご利用をお待ち
申し上げます。
合計２０，
０００円（累計４５６，
０００円）

辻家庭園 「納涼例会」

８月７日（木）６日に振替
８月１４日（木）休

会

…………………………香林坊ＲＣ………………………
８月４日（月）時間・場所未定 「納涼例会」
８月１８日（月）休

会

……………………………みなとＲＣ……………………………
７月１５日（火）１８：００～

ANA クラウンプラザホテル

「納涼夜間例会」
７月２９日（火）休

会

８月１２日（火）休

会

……………………………百万石ＲＣ……………………………
７月３１日（木）休

会

８月１４日（木）休

会

講

話

予

定

６月２６日（木）
最終夜間例会
７月３日（木）
吉井会長ご挨拶
７月１０日（木）
幹事・各統括委員長挨拶
７月１７日（木）
ガバナー補佐訪問

900

No.

…………………………………金沢ＲＣ…………………………………

８月１日（金）時間・場所未定 「納涼例会」

５月クラブ日誌

６月５日（木）晴れ

６月５日（木）出席者２０名

松魚亭

2014.6.19thu

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

近況について

高めよう

ご縁をつないで

心豊かに〜

近況を少し報告します。

総花的でした。何か身に付いたという実感は
全くなく、断片的な知識だけが記憶に残って

４月になって、
時間の余裕が大幅に増えました。 いる程度ですが、断片的なものが経験によっ

つまり暇になったんです。３月までは全く
といってよいほど余裕がなく、あれほど望んで

て線から面へと広がってくれればと思います。
野菜作りは、美味いものを食いたい単純な

いた時間ができると今度は不思議なもので、 欲求から始めたことですが、最近社会では
経済的な不安が頭を擡げます。

「安全・安心」が重要なテーマとなっており、

私の仕事は、繁閑が極端すぎるのです。 否が応でも気にせずにいられなくなっていま

おまけに会社の倒産や破産者が増えると忙しく

なり、景気が良くなると仕事が減る傾向が

す。でも、これが大変なんです。有機栽培は、
害虫や病気といった自然環境に抗うために

あるため、上向いた景気を喜んで良いのか、 最も有力な農薬をほとんど使えないという制約
悲しむべきなのか。何はともあれ悩んでいて

があり、これはおそらく長い年月をかけた土

ところに落ち着きました。

今の仕事で食べていけなくなったら農業でも

も埒があかないので、今を楽しもうという
ところで、昨年から畑を借りて野菜を作っ

ています。４月は、かなりの時間を家庭菜園
に充てました。素人のやることですから決し
て上手ではないのですが、季節の新鮮野菜を

作り等を経て、はじめてなし得ることです。
やろうかと、一瞬でも思ったのは大きな間違い
でした。魚釣りも一緒ですけど、趣味でやるか
ら楽しいんです。当たり前のことですけど。

毎朝２〜３時に起きて仕事を始めるという

味わうには十分です。畝を作ったりする力

朝型生活の中で、朝の１〜２時間程度を家庭

花が咲いて果実が成長してゆく姿を見ている

余裕があるときは平日でも平気で釣りに行き、

仕事は正直苦手ですが、その後種や苗を植え、 菜園や運動に充て、海に波がなく、仕事に
と素朴な喜びが涌いてきます。

という資格をとりました。資格といっても、 どこが楽しいんだと仰る方も多いと思いま
のもので、内容も家庭菜園から販売までと

久雄

会員 野村 千秋
爽やかな六月の香りが漂います。山々の新緑
の眩しさは生きるエネルギーさえ感じます。
私たちに備わった５感を刺激して、脳の活性を
促してくれているようで自然に感謝できますね。
このように観たり、聴いたり、感じたり、考
えたりの能力は努力して発達させられる事、
ＮＬＰという心理学で学びました。この表現は
ＶＡＫと言われて、アスリート達の精神力アップ
に活用されています。記憶に残っているある
場面は、このＶＡＫのどの感覚があるでしょうか？
美しい景色？美味しい香り？顔に感じた空気の
冷たさ？美しい楽器の音色？
自分にあるこのＶＡＫを少しだけ意識すると
人生がもっと楽しく生きられるようです。
そうそう、ゴルフの飛距離まで伸びますよ！
さて、人間の持つ能力はこのように努力して
伸ばせるようですが、東洋医学での病気になっ
ても治す力、自然治癒力も同じく努力して高め
られます。病気になってもすぐにお薬や病院に
頼る前に、自分の中にある治す力を上げれるよ
うにゆっくり休みましょう。
この治す力の自然治癒力ですが、残念ながら

一定でなく日々上下して揺れ動いています。
下がる要因は過労、ストレス、睡眠不足、
暴飲暴食などです。特にストレスは、心がマイ
ナスになっていると一瞬で下がります。どうぞ
心穏やかに感謝して、負のストレス感じたら
ニコニコ笑ってありがとうで消していかれま
すように。また、食べ過ぎは血液を汚します。
綺麗な血液は赤血球が柔軟に変形でき末梢の細い
毛細血管を流れることができるので隅々まで血液
が行き酸素や栄養が供給されます。食事は飽食
を避けて、自然の季節の物を食したいですね。
当クラブのランチは最高？！元気で長生きを
助けていますね。もうひとつ、治す力を下げるもの
は暴飲です。水分もよく噛んで、がばがばでなく
ゆっくり味わって、出来れば唾液を出すようにし
てお飲みください。これからの季節、冷たいもの
が欲しくなりますが、水も過剰に入れば水毒と
いって、むくみ、だるさ、めまい、メニエールが
出てきます。ここでは漢方薬の五令散、補気健中
湯が役立ちます。自分の体の声を聴いて（ＶＡＫ
のA）無理せずに元気で長生きされ、金沢での
地域貢献励まれてください。

夜は一杯飲んで早々に寝てしまう。テレビ

今年、通信教育で「美味安全野菜栽培士」 ドラマは一切見ません。そんな生活してて

超繁忙期の１ヶ月間に片手間で終了した程度

奥田

自分の中にある治す力

会員 大場 修
仕事の内容等については変わりないので

会長

すが、慣れてしまうとこれがやめられない
んです。

第 1930 回例会

５月 15 日（木）晴れ 12：30 ～ 13：30

松魚亭

１．石川県立美術館 学芸主幹 高嶋清栄 氏
「金沢の文化 再発見 」
２．出 欠
出席 ３０名
欠席 １８名
出席率 ６２．
５％
ビジター １名
３．来訪者（敬称略）
東京八王子ＲＣ
鈴木秀男
４．幹事報告
・例会終了後、次年度理事会開催
高嶋 清栄 氏
５．ニコニコボックス
奥田君、山上君、吉井君
ゲストに、高嶋清栄さんをお迎えして。
木村君 誕生月です。佃さんのカレーとスープ、美味しかった
です。
合計４，
０００円（累計４２７，
０００円）

第 1931 回例会

５月 22 日（木）雨 12：30 ～ 13：30

松魚亭

１．講 話
宝生流 能楽師 藪 俊彦 氏
「町衆が支えた観音院能」
２．出 欠
出席 ３３名
欠席 １５名
出席率 ６８．
７５％
ビジター １名
３．来訪者（敬称略）
三島ＲＣ
大庭治美
藪 俊彦 氏
４．ニコニコボックス
奥田君 蚕起きて桑を食う小満の候になりました。鱚も旬です。
奥田君、山上君、吉井君
宝生流能楽師、藪俊彦様をお迎えして。
木村君 次男の福井工業大学野球部が北陸野球連の２０１４年、春
季リーグ戦で五連覇（１１戦１０勝１敗・勝点５）しま
した。６月１０日からの全国神宮大会に出場が決まりま
した。昨晩は祝勝会で、二日酔い気味です。
合計７，
０００円（累計４３４，
０００円）

