
第1983 回 例会
7 月 9日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．ご挨拶
　奉仕プロジェクト統括委員長　小泉幸雄君
　クラブ管理運営統括委員長　　畠　善昭君
　クラブ広報統括委員長　　　　越田和好君　　　　
２．出　欠
　出席　32名　　欠席　18名　　出席率　69.57%
３．幹事報告
　・７月１６日（木）ガバナー補佐訪問例会
　　例会終了後に、クラブ協議会開催　
４．ニコニコボックス
　辻君、屶網君

小泉、畠、越田統括委員長、今季一年宜しくお願い申し上
げます。本日のお話、楽しみにしております。

　小泉君　本年７月で、当社 EPMコーポレーションも創業 50周年を
迎えました。
これからも頑張っていきます、皆様、今後も宜しくお願い
申し上げます。

累計 5,000 円（累計 33,000 円）

第1984 回 例会　ガバナー補佐訪問
7 月 16日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
　石川第一分区Ｂガバナー補佐　辻　卓君
　「イギリス滞在で　見えて来たもの」
２．出　欠
　出席　35名　　欠席　15名
　出席率　79.55%
　ビジター　1名
３．来訪者（敬称略）
　金沢西ＲＣ　辻　卓
４．幹事報告
　・７月 23日（木）は、ガバナー公式訪問です。
５．ニコニコボックス
　ガバナー補佐　辻卓君

ガバナー補佐として、初の訪問です。
皆様と共に、ロータリーを楽しみましょう。

　辻君、屶網君
辻ガバナー補佐をお迎えして。本日の講話、楽しみにして
います。
また、例会後のクラブ協議会、宜しくお願いします。

　大村君　敬愛する辻卓、石川第一分区Ｂガバナー補佐をお迎えして。
　勝田君　遅れ馳せながら。吉井会長、佐賀幹事、役員の皆様、一年

間お疲れ様でした。辻会長、屶網幹事、役員の皆様、お世
話になります。
５か月ぶりに出席させて頂きます。

　的場君　石川県行政経営プログラム推進委員会委員に、選任されま
した。

　安宅君（他参加者一同）
軽井沢における友好クラブ親善対抗ゴルフコンペ。大変愉
快に楽しく参加してまいりました。当クラブは、団体二位
の成績でした。有難うございました。

　大澤君　名門の旧有軽井沢ＧＣで行われた、東京小石川ＲＣとの親
善ゴルフ大会で、計らずともハンディキャップに恵まれ、
個人準優勝いたしました。

合計 17,000 円（累計 50,000 円）

第1985 回 例会　ガバナー公式訪問
7 月 23日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
　第 2610 地区ガバナー　柳生好春　君
　「ロータリーの魅力」
２．出　欠
　出席　36名　　欠席　14名
　出席率　81.81%　　ビジター　4名
３．来訪者（敬称略）
　野々市ＲＣ　　柳生好春、中村啓二郎、織部秀一
　金沢西ＲＣ　　辻　　卓　　
４．幹事報告
　・京都洛北ＲＣ様より、友好提携 39周年祝のお言葉を頂きました。
５．ニコニコボックス
　柳生好春ガバナー、中村啓二郎地区筆頭副幹事、織部秀一地区副幹事

公式訪問に際して。本日は宜しくお願い致します。
　辻卓ガバナー補佐

本日は、柳生ガバナーのお供で参りました。有意義な例会
となるでしょう。

　辻君、屶網君、向峠君
柳生ガバナーをお迎えして。お話、楽しみにしております。

合計 17,000 円（累計 67,000 円）

第1986 回 例会
7 月 30日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
　石川県立中央病院　院長　山田哲司　氏
　「医療制度改革について」
２．出　欠
　出席　33名　　欠席　17名
　出席率　75.00%　　ビジター　1名
３．来訪者（敬称略）
　金沢西ＲＣ　野中雅志
４．ニコニコボックス
　辻君、屶網君、畠君

山田石川県立中央病院長をお招きして。お話を楽しみにし
ています。

合計 4,000 円（累計 71,000 円）

          第130 回 ゴルフコンペ成績
平成 27年 6月 25日（木）［片山津ＧＣ／日本海コース］

O I G H N
優　勝 安宅　雅夫 38 37 75 4 71
準優勝 屶網　大介 55 50 105 29 76
第３位 松本　範夫 47 48 95 17 78
第４位 中村　實博 45 46 91 13 78
第５位 山上　公介 42 44 86 6 80

第 10 位 吉井　　清 53 50 103 16 87
B Ｂ 上田　宏暢

ニアピン　　　安宅、安宅（真）、山上、中浦
玉田会長杯　　安宅雅夫

■ 講話予定
●  ９月 ３日（木）日本銀行金沢支店長　小澤浩太郎氏

「最近の金融経済情勢について」
●  ９月 10 日（木）蓄音器館　館長　八日市屋典之氏
●  ９月 17 日（木）箏奏者　田中杉芙生氏
● 10 月 １日（木）陶芸家　徳田八十吉氏
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　加賀友禅灯篭流し
浅野川大橋のあたりで、毎年百万石行列の
前日に開催されます。
友禅作家や、地元の園児、小学生が書いた
灯篭 1,200 個が用意されます。
金沢の情緒あふれる伝統行事です。

クラブ協議会

●会員数／ 50 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

●会長／辻 利陽 ●会長エレクト／松本 範夫 ●副会長／佐賀　　務
●幹事／屶綱 大介 ●副幹事／中川　茂樹 ● SAA ／向峠　仁志 ●会計／佐賀　　務
●クラブ会報委員長／松田 光代



　

納涼例会
親睦活動委員長　大場　修

菊を育てる楽しみ
会　員　寺岡　健一

　8月20日（木）、
納 涼例会が開
催されました。
今回の会 場は

「 D E S T I N O 
B R O O K LY N 

NEW YORK」アメリカの個人邸宅でのパーティを
イメージした結婚式場とのことです。ブルックリン
が実際どんなところかは知りませんが、金沢のディ
スティーノの周辺は区画整然とした閑静な高級住
宅地が広がっており、パーティを開けるような邸宅
があっても不思議ではないロケーションです。わが
金沢北ＲＣのメンバーも何人かご近所にお住まい
です。
　パーティ会場はこじんまりとており、大人数の
収容はできませんが、ほぼ結婚式に特化したこ
とでそれなりの雰囲気を醸し出しているようで
す。最近はこうしたアットホームな会場が増えて

菊の起源
　菊は、古くから日本人に親し
まれ、サクラと並んで日本を象
徴する花と考えられています。
キク栽培の普及

 　菊の栽培や鑑賞が一般庶民
のものとなり、盛んになったのは、世の中が泰平に
なった江戸時代の中期からで、次の句に見られます。
　菊の香や　奈良には古き　仏たち　芭蕉
　菊作り　汝は菊の　奴かな　　　　蕪村
皇室のご紋章となる
　キクが皇室のご紋章として用いられたのは、
後鳥羽上皇（１１８０～１２３９）の時代が最初で
した。上皇は風流の道に通じ、ことにキクを愛さ
れ、衣服や刀剣にまでこの紋章を用いたようです。

　１１月　　菊花展出品　苗集め
　１２月　　根分け
病害虫との戦い
　「キクの病害虫が半分に減ったら」とは、菊作
りのすべての人の持つ願いですが、残念ながら今
のところ、その数が増えることはあっても減ること
はなさそうです。農薬を散布せずに放置したとす
れば、まず花を見ることは出来ないでしょう。
かたち・大きさ・色
　直径 30cm もある大形で、魚の鱗状に整然と
組み上げられた数多い花弁が高く盛り上がった下

おり、当日も下見とおぼしき数名の若い男女が、
会場を訪れていました。
　ゲストにはオーケストラ・アンサンブル・金
沢から、チェロの大澤明氏、バイオリンの坂本
久仁雄氏をお招きしました。ほんの 20 分程度
でしたが、生演奏を聴きながらの食事で「王侯
貴族」の気分を味合わせて頂きました。演奏
の間、静かにしているのが苦痛なのではとのお
二人のお気遣いで、食前酒を頂きながらの演
奏会でした。
  お料理は「フレンチ」とのこと。正直なところ「フ
レンチ」と「イタリアン」の区別が判らない人間
が書いた文章なのでご容赦頂きたいのですが、

「美味ければ何
でもいいか」と
いうことでご報
告を終えたいと
思います。

菊の図案化
　八重菊を図案化した菊紋である十六八重表菊
が、日本の天皇および皇室を表す紋章で、　俗に
菊の御紋と呼ばれています。
生育は、一年通して
　大菊３本仕立ての場合の年間こよみ
１～２月　　越冬苗の摘心
　　３月　　越冬苗の移植
　　４月　　極短幹種の挿し芽
　　５月　　中幹種の挿し芽
　　６月　　中幹種の小鉢上げ
　　７月　　定植開始
　　８月　　柳芽の処理
　　９月　　最後の増し土
　１０月　　輪台付け

から、力強い走り弁が四方に伸びた雄大な感じの
厚走りや、夏の夜空を赤や黄に染めて散る花火の
ように、細い玉巻き弁が四方に流れて、優雅に美
しい姿の細管咲きや、
黄に白にそして紅に錦
と、様々な色彩や形の
変化を見せ咲き誇る大
菊、小菊など千変万化
に咲く秋のキクはまさ
に百花の王にふさわし
いものがあります。

2015 〜 2016年度　国際ロータリーテーマ 2015〜 2016年度　金沢北ロータリークラブテーマ

Be a gift to the wold 世界へのプレゼントになろう それぞれの知識を生かして 見識を高めるRI 会長　K.R. ラビンドン 会長　辻　　　利　陽

第1981 回 例会　最終夜間例会
6 月 25日（木）晴れ／ 18：30〜 20：30［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論語の素読
③吉井会長挨拶
④佐賀幹事挨拶
⑤ポールハリスフェロー表彰（内堀君、吉井君、本田君）
⑥新旧会長・幹事バッチ交換
⑦松魚亭より会長、幹事へ花束贈呈
⑧ニコニコボックスの披露
⑨乾杯
⑩ゴルフ成績発表
⑪閉会の挨拶　　　　辻会長エレクト
⑫ロータリーソング「手に手つないで」

２．出　欠
　出席　33名　　欠席　20名　　出席率　71.74%
　ご夫人　11名　　
３．ニコニコボックス
　吉井君、佐賀君

一年間のご協力に、心から感謝申し上げます。
　奥田君　吉井会長・佐賀幹事様、ご苦労様でした。次期辻会長・屶

網幹事様、宜しくご指導のほどお願いいたします。
　安宅君　本日の同好会コンペにおいて、今シーズンベストスコアに

て優勝することが出来ました。有難うございます。
　中村（實）君

本年度最終のゴルフコンペ。晴天の元で開催でき、また無
事終了することができ、有難うございました。安宅さんの
ベストスコア、並びに大村さんの 18ホール完歩、おめでと
うございます。吉井年度、無事終了。ご苦労様でした。感
謝申し上げます。

　大場君　本日のコンペ、参加できなくて申し訳ありません。
　佃　君　過日、小松カントリー 11番ホールにてホールインワンを実

現できました。
これで、人生二回目です。

　的場君　６月 18日、東京で開催されました日本行政書士会連合会総
会で、総務大臣表彰を受けました。これを励みに、今後も
頑張ります。

　寺岡君　今月21日、おわら踊りの認定会で、中段二級に上がりました。
　中浦君　本日の夜間例会、ありがとうございます。さらに一年間の「カ

ミカミ」司会進行にお付き合いいただきましたこと、感謝
申し上げます。
業務連絡が２件あります。
　①昨夜より、片町にてサントリービアガーデンがオープンしました。
　②６月 29日（月）六角堂グリル＆バーがオープンします。
お待ち申し上げます。

合計 26,000 円（累計 551,000 円）

第1982 回 例会
7 月 2日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．ご挨拶
　辻会長、屶網幹事、中村（實）会員開発統括委員長
２．出　欠
　出席　　37名　　欠席　13名　　出席率　80.44%
　ビジター　3名
３．幹事報告
・第 41代会長（吉井君）・幹事（佐賀君）顕彰
・京都洛北・相模原南ＲＣより新年度にあたり祝電拝受
・地区派遣交換学生募集のご案内

４．来訪者（敬称略）
　金　沢RC　　白塚重典
　金沢西RC　　野中雅志
　百万石RC　　魏　賢任
５．皆出席顕彰（敬称略）
　28ヶ年　　辻　利陽
　11ヶ年　　中村芳明
　　7ヶ年　　中川茂樹　　
　　3ヶ年　　松田光代
　　2ヶ年　　中浦洋昭、向峠仁志
　　1ヶ年　　本田正敏

６．お誕生日祝い（敬称略）
3 日　　辻　利陽
5日　　安宅雅夫
29日　　本岡三千郎、小々高利昭

７．ご結婚記念日祝い ( 敬称略 )
6 日　　佐賀　務

８．ニコニコボックス
　百万石RC会長　魏賢任君

親クラブの金沢北ＲＣの皆様、こんにちは。未熟な自分で
すが、一年間どうぞ宜しくお願いします。

　辻君、屶網君
一年間宜しくお願い致します。

　大村君　吉井さん、佐賀さん、一年間お疲れ様でした。
辻さん、屶網さんお世話になります。

　畠　君　辻、屶網体制のスタートを祝して。今年も企画で、卒業で
きませんでした。

　松本君　辻会長、屶網幹事。一年間宜しくお願い致します。
　中村（實）君

辻・屶網丸の船出を祝して。吉井さん、佐賀さん、お疲れ
様でした。

　吉井君　辻会長、屶網幹事、一年間よろしくお願いします。また、第
41代会長顕彰を受けて。

　佐賀君　第 41代幹事顕彰を受けて。
　野村君　本年度、宜しくお願い致します。
　中村（芳）君

11か年皆出席顕彰を受けて。ありがとうございました。
　本田君　一か年皆出席顕彰を頂き、ありがとうございます。
　本岡君　誕生祝のプレゼント有難うございました、喜寿です。
　安宅君　金沢北ＲＣゴルフ同好会会長賞（吉井前会長）を頂きました。

また、金沢市民体育大会ゴルフ競技において、優勝の栄を
得ました。共にラッキーの賜物です。感謝しております。

合計 28,000 円吉井会長、最後のご挨拶 固い握手で、新旧交代


