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第1957 回 例会　クラブ年次総会
12 月 14日（木）雨／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
会員　本田正敏君、北﨑浩三君　　

２．出　欠
出席　28 名　　欠席　24 名　　出席率　60.87%

３．幹事報告
　・クラブ年次総会開催、次年度理事を承認
４．お誕生日祝い（敬称略）
　　　  8 日　大澤久廣
　　　10 日　木下和吉
　　　12 日　大場　修
５．ご結婚記念日祝い（敬称略）
　　　20 日　木下和吉　　　　
６．ニコニコボックス
　吉井君、佐賀君

本田君、北﨑君のお話を楽しみにしています。
　本田君、北﨑君

本日、講話をさせて頂きます。　
　大場君　もうすぐ 55 歳になります。イオンでもＧＧで買い物できま

す。有難うございました。
合計 10,000 円（累計 216,000 円）

理事会報告  
12 月 4日（木）／出席者　15名

◆審議事項
　①新会員の件　　（株）しん証券さかもと　社長 小

ここだか
々高　利昭氏

　②地区財団補助金事業の件
金沢市中学校茶道部活動支援事業
地区財団補助金として5万円。青少年奉仕委員会より10万円の支出。
中文連への寄付は、今回限りとする。

◆その他
　①勝田会員、中川会員より、会長エレクト・副幹事の辞任届受理
　② 12 月 11 日（木）例会終了後、被選理事会開催

■ 11 月クラブ日誌
●   ６日（木） 日本伝統工芸展鑑賞　　　　石川県立美術館にて
● 13 日（木） 11 月定例理事会　 　 　 　 松魚亭にて

第1958 回 例会　
12 月 11日（木）雨／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．クラブフォーラム
　日本人の美徳を育てた「修身」の教科書を読み終えて
２．出　欠
　出席　32 名　　欠席　20 名　　出席率　69.57%
３．幹事報告
　・金沢市中学校文化連盟様へ特製置き畳の贈呈

４．ニコニコボックス
　吉井君、佐賀君

クラブフォーラム、皆様の活発な討議、期待しています。
合計 2,000 円（累計 213,000 円）

第1959 回 例会　　年忘れ会
12 月 18日（木）晴れ／ 18：30〜 21：00［松魚亭］

１．出　欠
出席　32 名　　欠席　20 名　　出席率　69.57%
ご家族　16 名

２．《例会》
①点鐘
②ロータリーソング ｢それでこそロータリー｣
③会長挨拶
④松魚亭さんへお歳暮　
⑤幹事報告
⑥ニコニコボックス披露
⑦点鐘

《年忘れ会》
①開会の挨拶　　　　　　水巻親睦活動委員長
②乾杯　　　　　　　　　吉井会長　　　
③会員作品展抽選
④金沢北ＲＣ紅白歌合戦
⑤閉会の挨拶　　　　　　勝田前会長エレクト
⑦ロータリーソング ｢手に手つないで｣

３．ニコニコボックス
　吉井君、佐賀君

本日の年忘れ会、楽しませて頂きます。
　畠　君　年忘れ会、盛大に！
　松田君　年明け１月より独立して、義父と松田法律特許事務所を設

立します。
今後とも宜しくお願いします。

　中浦君　本日は、夜間例会のご利用ありがとうございます。来年も、
浅田屋全店のご利用をお待ちしています。

　・魚住為楽会員より、作品展ニコニコとして 9 万円いただきました。
合計 107,000 円（累計 320,000 円）

■ 12 月クラブ日誌
●   ４日（木） クラブ年次総会　　　　　　松魚亭にて

12 月定例理事会　 　 　 　 松魚亭にて
● 11 日（木） 次年度理事会　　　　　　　松魚亭にて
● 18 日（木） 年忘れ会　　　　　　　　　松魚亭にて

■ 講話予定
● 1 月 15 日（木）年男今年の抱負
● 1 月 22 日（木）全日本川柳協会常任幹事　酒井路也氏
● 1 月 29 日（木）第 2610 地区ガバナー　永田義邦君

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

●会長／吉井 清 ●会長エレクト／辻 利陽 ●副会長／松本 範夫
●幹事／佐賀 務 ●副幹事／屶綱 大介 ● 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）

年忘れ会
会員　松田 光代

年忘れ会 大いに 盛り上がる！！

　12 月 18 日（木）、恒例の年忘れ会が開催され
ました。
　まずは、恒例の魚住為楽先生（会員）の作品展
抽選会で、今年最後の運試しにドキドキしました。
運よく購入がかなった会員のみなさま、おめでと
うございます。いつ拝見しても、先生の作品はす
てきです。
　さて、続いては第 1 回金沢北ロータリークラブ
紅白歌合戦です。
前後半で紅白それぞれ 5 人の歌自慢・仮装（女装）
自慢の会員の方がエントリーされ、自慢の歌声や
美脚を余すところなく披露されました。司会は、
山上会員と私が担当させて頂きました。
　あふれる色気で会場を魅了した、マーサゴール
デンさんやシゲキックスさん（いずれも紅組）、
それぞれ過ごした美しい青春時代をほうふつとさ
せてくれた HIROSHI さん（白組）、ウッチー（白
組）、ヒロマッチョさん（紅組）、日頃の鍛錬の成
果なのか、素晴らしいパフォーマンスをみせてく
れたジッチャン（白組）、啓のしんさん（白組）、
千秋さん（紅組）、そして紅白それぞれのオオト
リをつとめロータリーの 4 つのテストの一つで

ある「好意と友情を深めるか」について身をもっ
て示してくれたベンベー小泉さん（白組）、ゼン
ショーデラックスさん（紅組）、みなさん圧巻な
戦いぶりでした。
　また、ハーフタイムショーでのオワラの健さん
の「ドジョウすくい」に、金沢エレキテル連合の
お笑いショーも必見でした。
　会場内は、参加会員の日頃のまじめな姿からは
想像もつかない明るいパフォーマンスに、会員・
ご家族含めおおいに盛りあがりました。会場での
厳正な審査の結果、紅組が優勝となりましたが、
まさに甲乙つけがたい名勝負でした。参加会員の
皆様のサービス精神に、新年からの会員の皆様方
の事業の益々の発展を確信いたしました。
　楽しい歌合戦の後は、「手に手つないで」を合
唱し、一年を締めくくりました。会場からは「第
2 回紅白歌合戦は行われることはないでしょう。」
との声も聞かれましたが、恒例行事となってもな
らなくても、会員の皆様には深く印象に残る年忘
れ会となりました。ご協力いただいた会員の皆様、
ありがとうございました。

人間国宝・魚住為楽会員の作品をゲット

マーサゴールデン（匿名希望）

啓のしん（水巻会員）

ゼンショーデラックス（匿名希望）

ジッチャン（中村会員）

司会のミッツ（松田会員）吉井会長の乾杯

ウッチー（内堀会員）

千秋（野村会員）

出演者の方々♪全員集合

ヒロマッチョ（中浦会員）

ＨＩＴＯＳＨＩ（向峠会員）シゲキックス（匿名希望）

ベンベー小泉（匿名希望） “ダメよ～ダメダメ”（匿名希望）


