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第1947 回 例会 金沢北・百万石 RC 合同観月会
９月 25 日（木）晴れ／19:00〜21:00［ホテル日航金沢 30 階 ラ・ソラ］

１．点　鐘
ロータリーソング「奉仕の理想」
四つのテスト　斉唱
ご挨拶　　　 　　　　金沢百万石 RC　宮永会長
　　　　　　　　　　金沢北 RC　吉井会長
ニコニコボックス披露
乾　杯　　　　　　　　金沢百万石 RC　石丸会員
歓　談
閉会の挨拶　　　　　　金沢百万石 RC　魏会員
ロータリーソング「手に手つないで」
点　鐘

２．出　欠
　出席　21 名　　欠席　31 名　　ご夫人　4 名　　出席率　42.00%

第1948 回 例会 創立 41 周年例会 
10 月２日（木）雨／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．祝　儀
雅　　楽　

２．出　欠
出席　36 名　　欠席　16 名
出席率　72.0%

３．幹事報告
・10 月４日（土）～５日（日）第 2610 地区大会です。
・イン・マンリンさん、修了のご挨拶

４．お誕生日祝い（敬称略）
3 日　玉田善明
8 日　合田昌英

20 日　屶網大介　　野村千秋
15 日　大村精二
31 日　高岡　昇

５．ご結婚記念日祝い ( 敬称略 )
10 日　喜多和行
13 日　魚住安彦
16 日　山上公介
19 日　中村實博
25 日　高岡　昇
26 日　本岡三千郎
27 日　安宅雅夫　　

６．ニコニコボックス
吉井君、佐賀君

創立 41 周年例会を祝して
畠　君　41 周年を、会員諸兄と一緒に迎えられ光栄です。
奥田君　一年前を思い出し、その節は大変お世話になりました。有難

うございました。
屶網君　誕生月です。今月の 20 日で 38 歳となります。残り少ない

30 代を楽しく笑顔で送りたいです。
内堀君　10 月 1 日は、浄化槽の日でした。全国大会で、環境大臣表

彰を受賞しました。これを機に、励みにします。
中浦君　先日リンクスで行われた、金沢北 RC ゴルフコンペで、ハン

ディキャップに恵まれて、優勝出来ました。お陰様で、姿
のはっきりした松茸ご飯を頂くことが出来ました。安宅様、
中村様、お世話有難うございました。

合計 14,000 円（累計 112,000 円）

■ 10 月クラブ日誌
●   ２日（木） 創立 41 周年記念例会　　　　　松魚亭にて
●   ９日（木） 10 月定例理事会　　　　　　　松魚亭にて
● 26 日（日） 第 45 回金沢市少年柔道大会　 石川県立武道館にて

■金沢市内 RC11・12 月 例会変更
金　沢 RC
12 月 17 日（水）　時間未定　ホテル日航金沢「イヤーエンドパーティ」
12 月 24 日（水）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢東 RC
12 月　8 日（月）　18：30 ～　ANA ホリデイ・イン金沢スカイ

「年忘れ家族例会」
12 月 22 日（月）　休　会
12 月 29 日（月）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢西 RC
11 月　7 日（金）　5RC 合同例会に振替
11 月 28 日（金）　時間未定　辻家庭園「紅葉例会」
12 月 19 日（金）　18：00 ～　金沢都ホテル「家族親睦パーティー」
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢南 RC
12 月 16 日（火）　18：30 ～　ホテル日航金沢「年忘れ家族会」
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢北 RC
12 月 18 日（木）　18：30 ～　「年忘れ家族会」
12 月 25 日（木）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
香林坊 RC
12 月 15 日（月）　18：30 ～　金沢東急ホテル「年忘れ家族会」
12 月 22 日（月）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
みなと RC
11 月　4 日（火）　5RC 合同夜間例会

（金沢西・白山・野々市・金沢みなと・白山石川）
18：30 ～  ANA クラウンプラザホテル金沢

12 月 16 日（火）　18：00 ～　ANA クラウンプラザホテル金沢
「年忘れ家族親睦例会」　

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
百万石 RC
12 月　4 日（木）　19：00 ～　菜香樓 新館「年次総会ほか」
12 月 18 日（木）　19：00 ～　ホテル日航金沢「年忘れ例会」
12 月 25 日（木）　休　会

■ 講話予定
● 10 月 30 日（木）日経メディアプロモーション（株）

吉田弘行　氏
「日本経済新聞の読み方」

● 11 月　6 日（木） 日本伝統工芸展鑑賞
● 11 月 13 日（木） 鈴木大拙館より講師を派遣
● 11 月 20 日（木）（株）大地　社長　井村辰次郎氏

「農業は千年産業　有機農法で土と
水を守る」

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

修了証を持つ
インマンリン氏

●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 ●副幹事／中川 茂樹 ● 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）

第1945 回 例会
９月４日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
会員　中村實博君

「土地に歴史あり」　
２．出　欠

出席　32 名　　欠席　16 名　　出席率　68.09%
３．幹事報告

・広島豪雨災害義捐金箱を回しますので、宜しくお願いします
４．皆出席顕彰（敬称略）

　42 ヵ年　大村精二　君
　38 ヵ年　木下和吉　君

５．お誕生日祝い（敬称略）
1 日　濵井弘利
8 日　中村實博

12 日　馬場邦彦
15 日　大村精二
22 日　佐賀　務

６．ご結婚記念日祝い（敬称略）
15 日　森　　大　

７．ニコニコボックス
　吉井君、佐賀君

中村實博会員のお話、楽しみにしています。
畠　君　中村實博君、講師お引き受けいただき感謝。楽しみにして

います。
中村（實）君

誕生日プレゼント、ありがとうございます。
また、本日、講話させて頂きます、宜しくお願いします。

大村君　42 か年皆出席顕彰と、誕生月、ダブルのお祝い頂き、あり
がとうございます。

木下君　お陰様で 38 年。皆様の友情と健康に感謝します。
佐賀君　誕生日プレゼント、ありがとうございます。

合計 14,000 円（累計 92,000 円）

第1946 回 例会　
９月 11 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
北陶　主宰　飯田雪峰　氏

「陶の心」
２．出　欠

出席　　35 名　　欠席　17 名　　出席率　70.00%
ビジター　3 名

３．来訪者（敬称略）
金沢西 RC　　澤田幸壮
香林坊 RC　　小幡謙二
百万石 RC　　川きみよ　　

４．幹事報告
・例会終了後、理事会開催

５．ニコニコボックス
吉井君、佐賀君

飯田雪峰先生を講師にお迎えして。
畠君、魚住君

飯田雪峰先生の話を楽しみにしています。
合計 6,000 円（累計 98,000 円）

飯田 雪峰　氏

柔道一直線
玉田　善明

RI 第 2610 地区大会報告
幹事／佐賀　務

金沢北・金沢百万石ＲＣ合同例会「観月会」
例会運営委員長／中浦　洋昭

　雑然とした店内には美空ひばりの「柔」の曲
が流れ、その中で一人の丸坊主の青年が、どん
ぶりを手にして食事をしている。ここはロサン
ゼルス・リトル東京の一角の食堂、時は 1966 年
8 月 10 日、7 月初め日本を発って久し振り の
どんぶりと、柔の曲で思わずうっすらとその
眼には涙が滲んでいた。
　その 2 年前、お堀通りを一直線に飛ばして
来た自転車の高校生は、丸の内の急坂をその勢い
で途中まで駆け上がる。その先には 3 階建ての
県営丸の内武道館が見える。その自転車には
黒帯にしっかりと巻かれた柔道着が、無造作
に取り付けてあった。
　その 2 階は柔道場で、青い畳が一面に張って
有り、2 面の試合場が悠に取れる広々とした空間
が広がっている。県警機動隊の猛者達の練習が
始まるとその空気は一変し、大きな気合い
と激しい空気の動きに包まれて行く。激しい
乱取り、寝技の稽古の中で、明日の姿三四郎
を夢見て過ごした青春の一ページは、今も私の
心に熱く残っている。
　礼に始まり、礼に終わる嘉納治五郎先生の

「精力善用」を元に、「柔よく剛を制す」を基本
とした国際的スポーツ柔道は日本人の心そのもの

　地区大会は 10 月 4-5 日に、高岡 RC をホス
トクラブ、高岡市民会館をメイン会場として盛
大におこなわれた。
　永田義邦ガバナーの掲げた「ふるさとを育み、
世界の平和へ」のテーマのもと、4 日（土）の
指導者育成セミナーでは、富士山の世界遺産登
録に尽力された、近藤誠一前文化庁長官に、「日
本の再生：地域の役割と文化芸術の力」の題
で講演が組まれた。文化に対する 1 の投資は、
GDP 押し上げに 2 に近い効果があり、道路や
橋などの波及効果と遜色ないこと。感動や喜び
など無形のものがさらにプラスされるとの話し
であった。折しも、会場の立地する高岡市古城
公園では、万葉集 20 巻、4516 首を 3 昼夜か
けて朗唱する会が同時進行しており、高岡市が
テーマ実践しているのが印象的であった。
　5 日 ( 日 ) の本会議Ⅱでは、日本で３人目の

　9 月 25 日（木）19 時より、ホテル日航金沢
18 階「ラ・ソラ」にて、金沢北・金沢百万石
RC 合同夜間例会が盛大に開催されました。
　当日は「観月会」の趣旨、暦的には全く月の
出ない夜でしたが、会場のホテル日航金沢様の
ご尽力で、ステージ横にはすすきの群生の影
絵と綺麗な満月が出ており、さらに卓上に目を
移すと、ウサギの形をしたテーブルナプキンと、
メニューにはウサギが跳ねていました。満月
は目に見えなくても、心に満月を浮かぶことの
できる趣向が凝らしてありました。
　百万石RCの宮永会長による点鐘、ロータリー
ソング「奉仕の理想」、四つのテスト唱和に
引き続き宮永会長の心温まる挨拶と、我等が

を具現化したスポーツと言えます。
　勝負を超えた処に自分の目標を持つ事、その
プロセスがとても大切な柔道は、今の私の経営
者人生で大きなベースと成って生きています。
強いものが、大きなものが生き残るのでは無く、
変化に対応出来た種が生き残る・・ダーウィン
の進化論に通じるものが柔道にはあります。

「押さば引け、引かば押せ」の柔軟な発想、行動、
判断は体力勝負だけでは無い、相手の力を如何
に味方に付けて戦うかが問われます。
　闘って勝負をすることより、基本は人格形成
を旨とする心身育成が幼少期の子供達には大きな
意味が有ります。我らが金沢北RCの継続事業で、
少年練成柔道大会の継続は大変大きな実績で
あり、本当に誇れる事業だと確信をしています。
　松本薫選手は、この大会からロンドンオリン
ピックで金メダルを見事獲得しましたが、
この様に大成した選手だけが良いのでは無く、
私は広く柔道を通して人間形成をして立派に
社会で活躍している一般人こそ素晴らしいと
思います。
　「目指せ　姿三四郎・・青い畳の上で燃やせ
大きな夢を、大きくはばたけ未来に向かって・・」
　子供たちへの賛歌

RI 会長となった田中作次氏が、「私の生き方」
と題して講演された。紙の問屋業が軌道に乗り、
いくつかの支店も出来た頃、倉庫が火災に遭い
伝票類も燃えた。その時 20 台余りの電話を当
日臨時設置し、商売先に電話で事情説明と伝票
類の確認を取り、翌日から支店の協力を得て、
予定どおり商品を納入した、など語られた。職
業奉仕を実践した話に、柳生好春ガバナーエレ
クトは「超我の奉仕」や「最もよく奉仕するもの、
最もよく報われる」の標語を、是非次年度要覧
等にいれてほしい旨発言された。
　次回の地区大
会 は 来 年 10 月
24-25 日、 白 山
RC を ホ ス ト ク
ラブとして開か
れる予定です。

吉井会長のいつもの含蓄に富んだ挨拶、沢山の
ニコニコボックスの紹介、百万石RCチャーター
メンバーである石丸会員による乾杯で、懇談会
が始まりました。
　料理はフレンチで、季節の食材を使った前菜、
凝った帆立貝柱と南瓜のスープ、的鯛の焼き物、
国産牛のヒレステーキ、デザート、コーヒーの
内容でした。歓談中は各所で話が弾み大盛り上
がりでした。
　閉会の挨拶は、百万石 RC の魏会長エレクト
のユーモア溢れる締めで、最後にロータリー
ソング「手に手つないで」で、会場いっぱいの
輪で和やかに終了できました。


