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吉井君　湯浅ガバナーを講師にお迎えして。お話を楽しみにしてい
ます。

魚住君　6 月 6 日、文化庁長官・青柳正規氏がお見えになり、工房
見学をされました。

合計 11,000 円（累計 438,000 円）

■６月クラブ日誌
●   ５日（木） 新旧例理事会　　　　　　　松魚亭にて
● 26 日（木） 最終夜間例会　　　　　　　松魚亭にて

第1935 回 例会
6 月 19日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
会員　安宅雅夫君

「無題（無駄意）」
２．出　欠

出席　32 名　　欠席　16 名　　出席率　68.09%　　
３．幹事報告

・来週は、18 時 30 分より松魚亭にて最終夜間例会
４．ニコニコボックス

奥田君、山上君
金沢北ロータリークラブの本年度最後の会報は、第 900 号
となりました。　「おかげさまです」また、今年度最終の昼
例会に、安宅会員の講話を頂いて。

安宅君　つたない話でごめんなさい。宜しくお願いします。
吉井君　本日の講師、安宅会員のお話、期待しています。
木村君　息子が、第 63 回全日本大学野球選手権大会に、福井工業大

学硬式野球部の 4 番センターで出場しました。成績はベス
ト 8、打率 3 割 3 分 3 厘の成績を修めることが出来ました。
有難うございました。親の欲目ですが、ベスト 4 に勝ち進
める内容でしたが、神宮球場には野球の神様が確かに居ま
した。今は親子して、燃え尽き症候群で何も手につきません。
ので、皆さん、遊びに誘ってください。

合計 9,000 円（累計 447,000 円）

第1936 回 例会　最終夜間例会
6 月 26日（木）晴れ／ 18:30 〜 21:00［松魚亭］

１．点　鐘
①ロータリーソング　｢それでこそロータリー｣
②奥田会長挨拶
③山上幹事挨拶
④新旧会長・幹事バッチ交換
⑤松魚亭より会長、幹事へ花束贈呈
⑥ニコニコボックスの披露
⑨乾杯
⑩ゴルフ成績発表
⑪和太鼓演奏「みゆき座」
⑫ゲーム大会
⑫閉会の挨拶　　　　　　吉井会長エレクト
⑬ロータリーソング「手に手つないで」

２．出　欠
出　席　　30 名　　欠　席　17 名　　出席率　63.83%
ご夫人　　14 名　　

３．ニコニコボックス
二塚君（名誉会員）

奥田久雄会長、山上公介幹事、一年間ご苦労様でした。いろ
いろと諸行事があり、思い出として心に残ることと思います。

奥田君、山上君
皆様方ともご縁のお蔭で、無事任期を終えることが出来ま
した。

半田園子さん（奥田会長ご令嬢）
一年間お邪魔させて頂き、ありがとうございました。お陰
様で思い出深く貴重な経験となりました。

山上君　一年間未熟な幹事にお付き合い頂き、有難うございました。
大村君　奥田会長、山上幹事お疲れ様でした。吉井君、佐賀君、次

年度は宜しくお願いします。本日、残念ながら欠席ですが、
皆様どうぞ楽しい夜間例会をお過ごしください。

吉井君　奥田会長、山上幹事、一年間お疲れ様でした。
畠　君　奥田会長、山上幹事、お疲れ様でした。感謝して。
中村（實）君

今日で最後の SAA です。一年間ありがとうございました。
安宅君　本日の同好会コンペにおいて、なんと妻が優勝してしまい

ました。よって、恥ずかしながら、妻に代わってニコニコ
を…。

谷　君　お陰様で此度、金沢北ロータリークラブに入会することが
出来ました。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

合計 20,000 円（累計 467,000 円）

■ 講話予定
● 7 月 17 日（木）ガバナー補佐訪問

ガバナー補佐　中村寛二君
「ロータリーと私」

● 7 月 24 日（木）前金沢大学病院長　富田勝郎氏
「にこにこ 100 歳　夢じゃない」

● 7 月 31 日（木）ガバナー公式訪問
ガバナー　永田義邦君

● 8 月　6 日（水）納涼例会（辻家庭園にて）

プロフィール／二塚長生　ふたつか　おさお

金沢北ロータリークラブ名誉会員

友禅作家／重要無形文化財保持者

浅野川で盆（盂蘭盆会）のころ行われ夏の風物詩とも

なりつつある灯籠流しの風景

金沢では歴史的に精霊流しの風習はないが近年恒例

化して新しい街の風物詩となっている。

●会長／吉井 清 ●会長エレクト／勝田 浩之 ●副会長／辻 利陽
●幹事／佐賀 務 ● SAA ／中浦 洋昭 ●会計／山上 公介
●クラブ広報委員長／松田 光代
●会員数／ 52 名 ●クラブ設立／昭和 48 年 10 月 3 日
◎例会日／木曜日 12：30〜13：30
◎例会場／松魚亭　金沢市東山 1-38-30 TEL:076-252-2271 FAX:076-252-2273



2014 年〜2015年度　金沢北ロータリークラブテーマ

ロータリー精神に学び「凛として生きる」 会　長　吉井　清

2014 年〜2015年度　国際ロータリーテーマ

「ロータリーに輝きを」　「 Light Up Rotary 」 RI 会長　ゲイリーＣ.Ｋ. ホァン（黄其光）

ロータリー精神に学び「凛として生きる」
会長／吉井　清

幹事就任に当たって
幹事／佐賀　務

最終例会に寄せて　「和太鼓＆ロータリアンクイズ」
2013 ～ 2014 幹事／山上　公介

　2014 ～ 2015 年度はＲＩのゲイリーＣ．Ｋ．ホァン
会長のテーマ「ロータリーに輝きを」、2610 地区永田義邦
ガバナーのテーマ「ふるさとを育み世界の平和へ」をター
ゲットに新しい年度が始まりました。
　ポール・ハリスに始まった職業倫理と人間愛に根ざした
ロータリー精神は 100 年にわたって受け継がれ、その
理念に沿った活動は世界中に広がりを見せています。それら
の国々、特に英語圏以外の国々、特に日本人にとっては
文化と言語の壁は今もなお残されているのではと感じていま
す。「翻訳は絨毯の裏側を見るようなもの、全ての糸が
表現されているが何処か違っている」と言われます。私たち
はいま 1 世紀前のシカゴから始まり、多くの先達によって
受け継がれたロータリーの芳しい事績に学び、合わせて
道・釈に代表される古来の日本人の精神文化に深く刻み込
まれた東洋の智慧・哲学を重ね合わせて、ポール・ハリス
と彼の友人たちが目指した理念を新たに追い求めて行こう
としています。このことが「絨毯の表側」すなわちポール・
ハリスの目指したところを、より解りやすくしてくれる
手掛かりになるのではと考えています。
　金沢北ロータリークラブは 2013 ～ 14 年度で創立 40
周年の節目を迎えることができましたが 40 年に亘り各年
度のクラブ会長が取り組み造り上げてきた成果を受け継い
できた基礎的ないくつかのテーマと今期もとりくみます。

　今年度、吉井会長の下で幹事をさせていただくことに
なりました。よろしくお願い致します。昨年、吉井さん

（当時会長エレクトの立場ですが、私にまだそのような認
識はなく）から、ちょっと話があるから当病院に来られ
ると電話があり、「何か病気の相談ですか？」と返事した
ことを思い出します。病院に来られて幹事就任を依頼さ
れた時、恐らく歴代の幹事さんも抱いたであろう「自分
で良いのだろうか？」という思いと同時に、前幹事の
就任挨拶にもあった「返事に“No”はない」というロー
タリーの不文律を思いだしました。自分で良ければとい
うことで、お受けした次第です。
　さて、吉井会長は建築設計事務所を経営するとともに、
茶道の裏千家教授、温厚で物静かな紳士です。本年度吉
井会長のテーマは“ロータリー精神に学び「凛として
生きる」”であります。おそらく吉井会長の、これまでの
生き様を体現したテーマだと推察します。
　会長は、北ロータリーの会員数減少傾向には、とりわ

例年通り、会長・幹事の退任挨拶から始まり、新旧役員
のバッジ交換…と粛々と会は進みます。乾杯の発声で宴会
スタート。皆さんに楽しんでもらえるよう企画した２本の
アトラクションの幕が開きました。
< ド迫力の和太鼓ライブを堪能 >

当クラブ会員の野村さんが所属する和太鼓集団「みゆき
座」をお招きして、生演奏とワークショップ（和太鼓の
手習い）を楽しみました。

初めに、挨拶代わりの演奏を披露、室内に轟く太鼓の打
音、腹にズシリと感じる振動が見るものを圧倒します。
今し方まで厳かだった会場の雰囲気は一変、松魚亭はたち
まち和太鼓のライブ会場になりました。

続いて、座長による和太鼓レッスンでは、志願した ( 借
り出された ?)10 名の会員に、フレンドリーなトークを交
えての熱血指導が展開されます。教える座長と教わる会員
の一体感で、場内の熱気が高まります。

そしてメインイベント、総勢 20 名による和太鼓の連弾は
圧巻で、観客の心をワシづかみにしたようです。一心不乱に、
時には陶酔の表情を浮かべて連打する奏者の一人一人が
凛としてカッコ良く、場内からはあんな風に打てたらさぞ
かし気持ちいいだろうとか、会員同士で即席の太鼓隊を結成
し、一夜限りのお披露目も悪くないという声も聞えてきま
した。紹介していただいた野村会員に、改めて感謝です。
< 真のロータリアン決定クイズ　栄冠は安宅さんに！？ >

料理もほぼ九分通り運ばれ、皆さんお腹も満足したとこ
ろで、本日２つ目のアトラクションの開始です。奥田会長
が掲げた本年度のテーマ「友と友、ご縁をつないで心豊か
に」にちなんで「ロータリアン」「ご縁」をキーワードに
して３問出題いたしました。

第１問から波乱の幕開け、ロータリー初心者クイズと
題して、ロータリー歴の浅い解答者に「４つのテスト」を
書いてもらったのですが、これが予想外の低い解答率。独創
的な珍解答も飛び出し、場内爆笑。当時教えたはずの、
修練・研修委員長の面目丸つぶれ(!?)現委員長の安宅さんも、
苦笑いの一幕でした。

第1934 回 例会
6 月19日（木）雨／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
RI 第 2610 地区ガバナー　湯浅外志男　君

「温故知新～雑感～」
２．出　欠

出席　33 名　　欠席　15 名　　出席率　68.75%
ビジター　3 名

それらは有機的に作用し相乗効果として新しいものを生ま
なければないと考えています。
１．互いをよく知る
　どんな組織でも各々がどのように動機つけられ、どのよ
うに活動するかによって、そこから生み出されるエネル
ギーはきまります。会員同士いかに深く理解し合い信頼し
合っているかによってきまるものです。
２．魅力的な例会
　クラブの活動の原点は毎週持たれる例会にあります。
寛いだ気分の中での語らいや自己研鑽の質的充実が古くて
新しいテーマです。美しい四季に恵まれ、ふるさとを愛し、
日本の四季を楽しみ、先達の芳躅を攀じる。いわく「職場
の知恵をロータリーに、ロータリーの智慧を職場に」
３．会員増強
　知故を広め、広く人と交わり自己を高める。一定の数は
組織の維持と運営の基礎的な力です。適正規模を設定し中
期計画にもとずいて「一人が一人を」
４．情報共有・広報活動強化
　情報共有は有機的、機能的な活動の基本です。社会と
繋がる活動と普遍的な認知を得よう。
　職業人として、企業人としてロータリー精神の実践に
よって、より深く学び、自信と友情と誇りに支えられて背筋
を伸ばし「凛として生きよう」

け危機感を持っております。その対策には、従来から
認められた手段の範囲内で、多方面から金沢北ロータリー
クラブを魅力的なものにするしかなく、選ばれる北ロー
タリーとなって、最終的には会員数の増加傾向につなげ
たいと考えています。
　具体的には魅力的な卓話内容の工夫、クラブの要覧や
ホームページも他クラブと比較して良いものにするなど、
各分野の計画については、次年度各委員会の炉辺会合の
場で討議してきた所です。
　ここ半年の準備作業に、私も事務局も息切れ気味でし
たが（実際のランニングなら負けないのですが・・）
会長はその志が高いがゆえに、要求される水準も高いの
だということがわかってきました。年度に入れば会長の
理念が実現に近づくようしっかり支える所存です。
　各委員長や委員会の皆様にもご負担がかかると思いま
すが、会長の意図をご理解の上、協力いただけるようお
願いします。

第２問は「ご縁」にちなんで、有名人と同じ誕生日の人
を当てるクイズを出題。一番ウケたのが、奥田会長の誕生
日。あの二枚目俳優 田村正和と全く同じ日 (S18.8.1) 生ま
れだったこと。本人がそうとわかった瞬間、大仰な身振り
手振りで頭を振るしぐさや、ウヒヒとテレ笑いをするお馴
染みの表情が、ニヒルな正和のように見えてくるから不思
議です ( 他では 友和＝水巻、リンダ＝横井、白鵬＝勝田、
キュリー夫人＝魚住 等「へぇ～意外」「なるほど」と結構
盛り上がっていました )

第３問は、真のロータリアンを決める大将戦として、各
テーブルの重鎮にお出ましいただきました。北ロータリアン
の姓名をなるたけ多く書くという問題に一瞬戸惑った様子、
日頃「スーサン、ターサン」と愛称で呼びあっている間柄、
案外と本名を知らないことが判明しました ( 笑 )。結果は
最後に安宅さんが松本さんを振り切って優勝、パスト会長
の貫録を見せました。

最後に、おまけのサプライズで奥田会長が意中の人にプ
レゼントするという趣向で、当たったのは畠さん水巻さん
の奥様２人と、何故か男性の大場さん ( 本人は相当気持ち
悪がっていました ( 笑 )）ご縁を結んだ ( 結ばされた ) ３人
の方、奥田さんとの末永いお付き合いをお願いします。

各問とも解答者いじりに事欠かない、突っ込みどころ
満載で大いに笑っていただきました。

本日のＷ司会の相棒は、次期例会委員長 中浦さん。満を
持しての登場です。さすが Mr. 松魚亭、接客のプロ、並居
るウルさ型のお歴々を軽妙にさばいていただきました。

閉会のご挨拶で中村（實）SAA の「今日は今年度で一番
楽しかったかも。終わり良ければすべて良し」のお言葉が
大変嬉しく、また幹事として肩の荷が降りた心持ちがいた
しました。

最後に、アトラクションの準備、ゲーム進行の段取りを
サポートしていただいた事務局の広沢さん、会場設営に快
く協力していただいた松魚亭スタッフの皆さんに、改めて
感謝申し上げ、最後の幹事報告とさせていただきます。
一年間ありがとうございました。合掌。

３．来訪者（敬称略）
熊本城東 RC　　宮田恵美
七尾みなと RC　所司久雄
金沢東 RC　　　木村道明

４．ニコニコボックス
湯浅外志男ガバナー

本日は、お話をさせて頂きます。
奥田君　湯浅ガバナー様には、二度もお越しになられ大変恐縮して

おります。我がクラブにとっては、光栄です。
山上君　天候不順の折、会員の皆様、お身体ご自愛ください。


