
発行  2014.11.13thu NO.905

野村君　先日は、お誕生日祝い有難うございました。また先日、最終
目標の念願が叶い、NLPスーパーバイザー、トレーナーの資
格を取得できました。
一緒に喜んでくださいね。

合計 10,000 円（累計 146,000 円）

第1951 回 例会　
10 月 23日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
　茶道家　　丸山　宗節　氏
　「茶の湯におもうこと」　
２．出　欠
　出席　33名　　欠席　19名
　出席率　71.74%
３．ニコニコボックス
　吉井君、佐賀君、畠君

丸山宗節教授をお迎えして。
　玉田君　10月 26日（日）少年柔道大会が、県立武道館にて開催さ

れます。
多くの会員の参加をよろしくお願いします。

　木下君　此度、中央大学白友会の全国会が京都で開催され、全国の
副会長に任命されました。来年全国大会が金沢で開催され
ることになり、私が実行委員長に就任します。来年は新幹
線開業で、全国的に金沢ブランドが高まる折、何とか成功
させたいと思っております。

　畠君、辻君、中村（實）君、松本君
先週木曜日、ハワイ旅行の帰途ホノルル空港で、東京小石
川ロータリークラブの久保田さん、関根さんご夫婦とお会
いしました。そして偶然にも同じ飛行機でサプライズの連
続でした。ハワイ旅行も楽しかったです。

合計 16,000 円（累計 162,000 円）

第1952 回 例会　
10 月 30日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
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」

２．出　欠
　出席　33名　　欠席　19名
　出席率　71.74%
３．ニコニコボックス
　吉井君、佐賀君、畠君

吉田弘行さまを講師にお迎えして。
　　合計 4,000 円（累計 162,000 円）

第1953 回 例会 
11 月 6日（木）雨／ 12：30〜 13：00［松魚亭］

１．日本伝統工芸展鑑賞
２．出　欠
　出席　32名　　　欠席　16名　　　出席率　69.57%
　ビジター　1名
３．来訪者（敬称略）
　　金沢東ＲＣ　　笠間史盛
４．お誕生日祝い（敬称略）
　　　　3日　谷　　聖
　　　　7日　魚住安彦、的場晴次
　　　18日　中浦洋昭
５．ご結婚記念日祝い ( 敬称略 )
　　　　1日　千原浩一
　　　　3日　濵井弘利、勝田浩之
　　　10日　馬場邦彦
　　　11日　屶網大介
　　　23日　辻　利陽
６．ニコニコボックス
　中浦君　お誕生日祝いをいただき、ありがとうございます。11月１日、

本多町の石亭がリニューアルオープンしました。皆様のご
利用を心よりお待ち申し上げます。

合計 2,000 円（累計 164,000 円）

理事会報告  
10 月 9日（木）／出席者　15名

◆審議事項
　①日本伝統工芸展鑑賞の件
　　11月 6日（木）13時〜　石川県立美術館にて　
　②指名委員会設置の件
　　吉井、佐賀、勝田、中川、辻会員
◆報告事項
　①第 45回金沢市少年柔道大会の件（玉田会員）
　　10月 26日（日）午前 9時より、石川県立武道館にて
　②地区大会報告（吉井会長）
　③東京六本木ロータリークラブ創立 15周年例会のご案内
　　12月 8日（月）17時より　グランドハイアット東京にて
　④京都洛北ロータリークラブ友好訪問の件
　　平成 27年 4月 2日（木）〜 3日（金）の予定

■ 講話予定
● 11 月 20 日（木）（株）金沢大地　社長　井村辰次郎氏
　　　　　　　　　「地域農業の可能性」
● 11 月 27 日（木）石川県振興部新幹線・交通対策監室

開業企画課　主幹　小林　匡　氏
「北陸新幹線金沢開業に向けて」

● 12 月   4 日（木）新会員

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

丸山　宗節　氏

吉田　弘行　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1949 回 例会
10 月９日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
社会保険労務士　畠　善寛　氏
「最近の労働問題について」

２．出　欠
出席　　30名　　欠席　22名　　出席率　60.00%
ビジター　1名

３．来訪者（敬称略）
金沢西RC　　澤田幸壮

４．幹事報告
　・例会終了後、理事会開催
５．ニコニコボックス
ゲスト　畠善寛様

本日、講話をさせて頂きます。
吉井君、佐賀君

畠善寛先生をお迎えして。
合計 24,000 円（累計 136,000 円）

第1950 回 例会
10 月 16日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
草笛愛好会　会長　新木　尚　氏
「趣味とボランティア」

２．出　欠
　出席　25名　　欠席　27名　　出席率　50.00%
　ビジター　1名
３．来訪者（敬称略）
香林坊RC　　小倉悠治

４．幹事報告
・金沢市柔道協会に、賞典費を贈呈

５．ニコニコボックス
吉井君、佐賀君

講師に、新木尚さまをお迎えして。
越田君、安宅君

地区大会にて、在籍 30年顕彰を受けました。ただただ、感
謝のみです。

お世話になりました
米山奨学生／イン・マンリン

　皆様、こんにちは。
いつもお世話になって
おります。尹曼琳です。
2014 年 9 月 26 日 に、
ようやく金沢大学学位
授与式で博士（経済学）
の学位を取得しました。
今までお世話になった
ロータリアンの皆様に
心から感謝いたします。

　皆様のご支援、心の支え、励みがなければ、
この博士の学位がもらえないと存じます。特に、
カウンセラーの吉井清先生に、いつでも父親の
ように私の面倒を見てもらったり、私の悩
みなどについて相談に乗ってくれたりして

頂いて感謝いたします。
　これから、米山奨学生学友会で皆様とのご
縁を大切にしながら、奨学生の後輩たち、学
友たちに自分の力を貢献したいと考えていま
す。実際、今までアジアとアフリカの視点か
ら中国・日本のアフリカ進出について研究し
ていました。今後、理論のみならず、実務分
野で日本と中国の貿易往来をはじめ、中国・
日本のアフリカ進出について勉強しながら実
践していきたいと考えています。
　私は、金沢北ロータリークラブにホストし
ていただき、本当に良かったと思います。こ
の 2 年半、誠にありがとうございました。

半世紀遅れのトップランナーにしよう金沢を
佃　一成

　過日 10 月 1 日には、東海道新幹線開業 50
周年を祝う報道がありました。昭和 39 年に開
業したそうです。私も、当時、新幹線に乗りた
くて、わざわざ東海道に行ったことを思い出し
ました。当時は、東名高速、名神高速の開通、
そして、東京オリンピック、大阪万博など、東
海道は、戦後 20 年足らずで、日本復興の象徴
の時代でした。東海道側は表日本、日本海側は
裏日本と言われていた時代です。
　さて、平成 27 年 3 月 14 日は、待ちにまっ
た北陸新幹線が開業します。東海道新幹線開業
から遅れること、51 年目の明るいニュースで
す。これから、金沢は、脚光を浴び、多くの人々
に来てもらえるトップランナーになるための節
目の年です。
　金沢は、伝統工芸や伝統文化、そして、私が
家業にしている食文化産業など、他から一目評
価されている都市でもあり、日本海、白山、能
登の自然の幸など素晴らしい地域資源もたくさ
んあります。環境面でも、日本一と表せられる
と思います。人口減少時代でも、きっと、新し
い北陸新幹線に乗って、国内外の多くの方々に
来ていただき、交流人口は増加すると思います。
　

　石川県のおもてなしの精神を発揮して、2度
でも 3度でも来てもらえるよう、県民をあげて
努力していかなければなりません。
　さて、ロータリーに 30 数年在籍した私とし
ては、ロータリーの 4つのテスト、言行はこ
れに照らしてから①真実かどうか、②みんなに
公平か、③好意と友情を深めるか、④みんなの
ためになるかどうか、の心情を大切にし、職業
にも、町づくりにも努めてこれたことを、今更
ながら幸せに感じています。職業を通じて、社
会に貢献しようというロータリー精神。町づく
りについては、学生時代、私の尊敬する先生か
ら「佃くん、貴方の住んでいる地域を美しくす
ることも君の義務だよ！汚い地域で食べ物の仕
事をしても、美味しく感じないからな！」とい
う教えを受け、それ以来、浅の川界隈、下新町
の町づくりに、長年、私のライフワークをかけ
てきました。これまで、努力してきたことで、
少しでも多くの方々に浅の川界隈に来ていただ
き、皆様に貢献できていたとすれば、とても嬉
しく思います。企業経営・町づくりに、夢を描
いて、その夢に向かって邁進すること、いわゆ
る、ドリームライフが、私のロータリーから学
んだことです。

畠　善寛　氏 新木　尚　氏

第 45回金沢市少年柔道大会
青少年奉仕委員長／玉田　善明

　秋晴れの空の下、来る 10 月 26 日（日）に
石川県武道館の柔道場にて金沢北ロータリーク
ラブ後援、第 45 回護国神社奉納・金沢少年柔
道大会が開催されました。午前 9時開会宣言と
共に、広い柔道場いっぱいに響くドン・ドン・
ドン・・・・・と大太鼓の音で、柔道大会は幕
を開けました。
　今大会では男女 250 数名の小中学校の豆選
手達が、日頃の練習成果を青い畳の上で、遺憾
なく発揮致しました。
　小学校低学年では負けて悔しく泣き出す子、
先生の指導に大きな目を見開き一生懸命聞き入
る子など様々ですが、一方中学生にも成ると体
重 90㌔、100㌔等大人顔負けの子供達が「試合
場狭し」と、気合を入れて柔道をします。
　観覧席からは、多くの保護者達がカメラを片
手に我が子の成長を温かく見守り、その一挙手
一投足に熱い声援を贈っていました。
　世話をする金沢市柔道協会の方々も、汗濁に
成りながら頑張って頂きましたことを感謝申し
上げます。

　一時期は 500 名程の参加選手も居た時代も
ありましたが、少子化の影響とサッカー、野球
等少年スポーツの多様化と共に、柔道人口も近
年減少傾向にあるのが少々残念です。
　礼で始まり・礼で終わる。相手を尊重し敬い、
単なる勝ち負けを競うのでは無い武道の精神を
合わせて習得するスポーツは、体育、知育、徳
育の面でも優れていると自負しております。
　私ごとではありますが、この春より金沢市柔
道協会の会長をお引き受けした事もあり、今年
の大会が無事終えた事に感謝し、金沢北RCの
会員諸兄も開会式を始め多数ご参加頂きました
ことを、担当委員長の立場としても合わせて心
より厚くお礼を申し上げます。
　金沢市少年柔道大会は、当クラブの青少年育
成事業の柱として伝統の有る事業の一つであ
り、今後とも多くのご賛同を頂きたくお願い申
し上げます。

出席者 : 吉井、佐賀、玉田、木下、佃、内堀、横井、
松田、金丸、広沢（敬称略）


