
第1974 回 例会
4 月 23 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
加藤キッチンスタジオ　代表　加藤 重和　氏

「おとなの食育」　
２．出　欠

出席　32 名　　欠席　20 名
出席率　69.57%

３．幹事報告
・４月３０日（木）は休会です

５．ニコニコボックス
吉井君、佐賀君

加藤和重氏をお迎えして。お話を楽しみにしています。
合計 5,000 円（累計 465,000 円）

第1975 回 例会
5 月 7 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
　フリーアナウンサー　上原 一美　氏
　「しゃべり磨き」　　
２．出　欠
　出席　32 名　　欠席　20 名
　出席率　69.56%　　ビジター　2 名
３．来訪者　（敬称略）

金　沢ＲＣ　　白塚重典
金沢西ＲＣ　　野中雅志

４．皆出席表彰（敬称略）
11 ヵ年　　佐賀　務　君　

５．お誕生日祝い（敬称略）
　　　  6 日　越田和好
　　　18 日　木村功一
　　　22 日　佃　一成
　　　23 日　松本範夫
　　　29 日　北﨑浩三
　　　30 日　浅井和明
　　　31 日　森　　大
６．ご結婚記念日祝い ( 敬称略 )
　　　  5 日　深山　彬
　　　17 日　野村千秋
　　　19 日　内堀　茂
７．ニコニコボックス　
　吉井君、佐賀君、畠君

上原一美先生のお話を楽しみにしています。
　佐賀君　11 カ年皆出席顕彰、ありがとうございます。
　佃　君　此度、本社社屋の建設完了いたしましたので。本日は、誕

生日プレゼントを有難うございました。
またゴルフコンペの商品を、当社の品を選んでいただき、
ありがとうございます。

　松本君、木村君
誕生月です。誕生祝を頂き、ありがとうございました。

合計 14,000 円（累計 479,000 円）

第1976 回 例会
5 月 14 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
　金沢大学　名誉教授　　廣瀬 幸雄　氏
　「これからどうする」
２．出　欠
　出席　　36 名　　欠席　16 名　
　出席率　78.26%　　ビジター　3 名
３．来訪者（敬称略）

東京八王子北ＲＣ　鈴木秀男
金沢西ＲＣ　　作田昭七　澤田幸壮　

４．ニコニコボックス
　吉井君、佐賀君、畠君

廣瀬幸雄名誉教授をお迎えして。お話を楽しみにしています。
　松本君　今週火曜日に、運転免許証を書き換えに行って参りました。

当然「ゴールド」です。
　本多君　５月 10 日に、二人目の孫が無事産まれました。3,870 グラ

ムの元気な女の子です。
合計　8,000 円（累計 487,000 円）

■３月クラブ日誌
● 12 日（木） ３月定例理事会　　　　　　松魚亭にて

■４月クラブ日誌
●２日（木）
　～３日（金） 京都友好訪問

●   ９日（木） お花見夜間例会　　　　　　松魚亭にて
● 16 日（木） ４月定例理事会　　　　　　松魚亭にて

理事会報告  
４月 16 日（木）／ 出席者　12 名

◆審議事項
①京都友好訪問決算報告
②その他

■ 講話予定
● 5 月 28 日（木）　会員　北﨑浩三君
● 6 月　4 日（木）　会員　向峠仁志君
● 6 月 11 日（木）　休　会
● 6 月 18 日（木） （株）金沢倶楽部社長　山田元一氏

「新幹線開業　以前・以後」
● 6 月 25 日（木）　最終夜間例会　松魚亭にて

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

●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／ 53 名 ●クラブ設立／昭和 48 年 10 月 3 日
◎例会日／木曜日 12：30～13：30
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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）

齢 77 にして初めての挑戦
重要無形文化財「銅鑼」保持者
人間国宝　  魚　住　　為　楽

金沢市の土地価格について
会　員　 大場　修

　2015 年 3 月 14 日。北陸新幹線開通。
　皆さんは開通までの日数を「あと○○日」と
心待ちにカウントダウンされたことと思います。
　実は私は「締切納品まであと○○日」という
ハラハラの時間を過ごしておりました。
　なぜなら石川県、金沢市から依頼を受け、
この記念すべき一大イベントに私も工芸作家
として参加していたからです。
　まず、中 2 階ホーム待合室「百工の間」の
15cm の丸窓に展示する 3 点の作品依頼。
　私 2 点、息子 1 点で制作し 2014 年 5 月に納品
完了。
　ホッとしたのもつかの間、今度は駅コン
コース内の柱に設置する大型の伝統工芸品的
プレート（高さ約 150cm ×幅 45cm）の依頼
がありました。
　今まで作った事のない大きな作品です。
齢 77 にして初めての挑戦となりました。
　「この大きなプレートに銅鑼を表現して欲しい」
デザインや制作方法、正直頭を抱えてました。
　頭も胃も痛い。制作の事で頭がいっぱいで
お正月ものんびり迎えられませんでした。
　そんな時、良いタイミングで初釜茶会に出席
することができ、頭もスッキリ制作も一気に
進み始めました。しかし冬場には避ける鋳込み
作業（湯の温度が上がらない、型が温まらない）
は失敗の確率も高く、家族総出で何度も鋳込み
を繰り返しながらギリギリ（実際は締切を過ぎて
いました・・・）仕上げる事ができました。
　製作中、息子と何度もぶつかりながら作り上げ
た作品。

　3 月 19 日に、国土交通省土地・建設産業局
地価調査課より、平成 27 年 1 月 1 日時点の公
示価格が公表しました。平成 26 年 1 年間の平
均変動率は住宅地が横這い、商業地がプラス
1.3% と上昇に転じました。地元 H 新聞は一面
トップで「駅西上昇率全国トップ」と報じまし
た。記事の内容を見ると地価が上がったという
内容がほとんどで、いかにも景気がよさそうに
思われます。ところが変動方向別の地点数割合
を見ると、住宅地では上昇 37%、横這い 28%、
下落 35%。商業地は上昇 36%、横這い 21%、
下落 43% となっています。
　大雑把に言って、金沢市内の住宅地価格は 3
分の 1 の地域で下落し続けているのが実情なの
です。金沢市の人口は過去 5 年間で約 1.6% 増
加していますが、生産年齢人口は 3% 以上減少
しており、これから住宅を買わなければならな
い人は減少傾向にあります。一方で土地区画整
理事業などにより住宅地の供給は豊富。住宅地
はたくさん余っています。需要と供給のバラン
スで価格が決定されるのは土地も他の財も同じ
こと。土地が他の財と決定的に違うところは同
じ土地が存在しないこと。だから、局所的に人
気があって需給が逼迫する地域の地価が上がる
可能性はあります。しかし金沢市内の住宅地全
般については今後も下げ続けるのではないかと
いうのが個人的な見解です。
　金沢市内で個人が買った住宅地価格は 900
〜 1300 万円程度が圧倒的に多く、建物込み

　私の作品ではありますが、家族皆の思い
が詰まった作品であります。
　初めての大作で、多少は悔いも残る部分が
あったとは思いますが、観て下さった方の感想
は上々でホッとしております。
　中 2 階ホーム待合室「百工の間」に 3 点、
駅コンコース柱（24 番）に大作が設置されました。
　私以外に石川を代表する数々の工芸品が、まる
で美術館のように展示されております。
　金沢駅にお立ち寄りの際には、ぜひ足を止め
てゆっくりとご覧下さい。

で 2500 〜 3000 万円程度です。市内の多くの
世帯の所得と貯蓄がこれらの購入可能価格帯を
決定している訳ですから、所得が伸びないのに
住宅地価格があまりに高くなるのも困りもので
す。
　商業地については 4 割以上が下落しており、
値下がりしている地点の方が多いのに平均にす
ると 1.3% の上昇。これは単純な話で、下落し
た地点の下落率が小さく、上昇した地点の上昇
率が相対的に大きいから。確かに新幹線が開業

（1 月 1 日時点では開業はしていないが、土地
価格は将来への期待により先行的に変動する。）
によって観光客が爆発的に増えた。特に金沢駅
周辺や茶屋街の飲食店は売上が増えて、収益性
が高まり、地価が上昇するのは誰でも納得でき
る。でも観光客増加の効果が及ぶ地域は相当に
限定されていて、公示地の 43% の地点が下落
を続けたということも頷ける。気になるのは平
成バブルの時期と状況が似ているのではないか
ということ。世の中には低金利のお金がジャブ
ジャブ溢れ、行き場を失ったお金がゲームを始
めるのは歴史を学べば明らか。政策が緩和から
引締に転換するタイミングはどうしても遅れる
傾向があるので、バブルが発生する可能性はな
くならない。地価の上昇も経済成長と同じくら
いの方が皆さんハッピーだと思うのですが。
　普段は魚釣と野菜の話ばかりで、僕の職業が
忘れられても困るので、今回は仕事に係わる内
容にしてみました。　　　　

銅鑼

第1973 回 例会
4 月 16 日（木）曇り／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
光明寺　住職　藤下 順道　氏

「愚禿親鸞」
２．出　欠

出席　32 名　　欠席　20 名　　出席率　69.57%
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
藤下順道君　本日、お話をさせて頂きます。
吉井君、佐賀君、畠君　藤下順道住職をお迎えして。
卯野君　お誕生日祝いを頂いて、ありがとうございました。
本田君　誕生日祝い、結婚記念日祝い、ありがとうございます。

合計 20,000 円（累計 460,000 円）


