
５．ニコニコボックス
辻君、屶網君、畠君

中尾氏をお迎えして。お話を楽しみにしています。
　水巻君　中尾守隆氏をお迎えして。長い公務員勤務、ご苦労様でした。

今後は、体調に気を付けて、頑張って下さい。
合計 5,000 円（累計 86,000 円）

第1990 回 例会
9 月 3 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
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」

２．出　欠
出席　30名　　欠席　20名
出席率　68.18%　　ビジター　1名　

３．来訪者　（敬称略）
東京山王ＲＣ　　笹川能孝

４．皆出席顕彰（敬称略）
43 ヶ年　大村精二
39ヵ年　木下和吉

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．結婚記念日祝い（敬称略）
　 15日　森　　大

７．ニコニコボックス　
辻　君　小澤浩太郎日銀支店長様のお話、楽しみにしています。
畠　君　日銀の小澤支店長をお招きして。楽しみにしています。

　大村君　43か年皆出席顕彰を受けて。また今年も、健康で誕生日を
迎えられそうです。感謝、感謝。

　木下君　お陰様で39年、ありがとうございます。あと一年頑張ります。
そのあとは、ゆっくり養生したいと思います。
14年ぶりにクラブを握りました。私のゴルフ人生で最多のスコ
アで終わりましたが、無事完歩できましたことに感謝して。合掌

中村（實）君
誕生日祝い有難うございます。63歳になります。

合計 17,000 円（累計 104,000 円）

第1991 回 例会
9 月 10 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
金沢蓄音器館　館長　八日市屋典之　氏
「金沢蓄音器館の目指す道」　　　

２．出　欠
出席　　32名　　欠席　18名
出席率　69.57%　　ビジター　1名

３．幹事報告
・例会終了後、９月定例理事会開催

４．ニコニコボックス
辻君、屶網君、畠君

講師に、八日市屋典之さんを
お迎えして。お話たのしみにしています。

　屶網君　先週、自己管理不足から、一週間弱入院しました。暫く家庭
と離れて、身も心も「リフレッシュ」して戻ってきました。

合計 8,000 円（累計 112,000 円）

■８月クラブ日誌
●   ６日（木） ８月定例理事会　　　　　　松魚亭にて
● 20 日（木） 納涼例会　　　　　ディスティーノにて

理事会報告  
８月６日（木）／ 出席者　13 名

◆審議事項
　①納涼例会
8月 20日（木）18時 30分より　ディスティーノにて
ゲスト：チェリスト　大澤明氏

　②お月見夜間例会
10月 8日（木）18時 30分より　松魚亭にて
金沢百万石ＲＣ合同で開催する

　③金沢市柔道大会の件
11月 1日（日）に開催
金沢市柔道協会より趣意書と、プログラム広告掲載協力の依頼書
を受理

◆その他

理事会報告  
9 月 10 日（木）／ 出席者　16 名

◆審議事項
　①新会員の件
　　大西運輸（株）専務取締役　丹羽雅治氏
　②第 46回金沢市少年柔道大会の件（11月 1日）
　③納涼例会決算報告
　④移動例会用点鐘購入の件
　　25,920 円　　承認
　⑤その他
◆報告事項
　① 2016 〜 17 年度ガバナー補佐　吉井　清　会員
　② 10月 8日（木）金沢百万石RC合同お月見夜間例会
　　ゲストはお呼びせず、親睦を図る
　③日台ロータリー親善会議の件
　　10月の金沢 8RC幹事会で、事務総長から説明を受ける。

■ 講話予定
● 10 月 1 日（木）　陶芸家　徳田八十吉氏

「八十吉カラー　伝統の中の独自性」
● 10 月 8 日（木）　お月見夜間例会（金沢百万石 RC 合同）
● 10 月 15 日（木）　（株）メディカコンサルティング　宇野　恵子氏
● 10 月 22 日（木）　地区大会に振替のため休会
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　秋の兼六園

奉仕プロジェクト・会員開発・
クラブ広報委員会合同炉辺会合

●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



　

今夏の白山登拝
会　員　本田　正敏

四季雑感
会　員　畠　善昭

　白山へは、中学生の頃から通算すると50 回は
登っています。今年はトラブル発生で、4回も挑
戦しました。
　第1回目、単独行。梅雨明けしたので、早速、
7月25日（日）3時起床、3時 30 分出発、4時
50 分市ノ瀬着、ここで登山靴に履きかえ、バス
停へと歩き出して200m、靴底が剥がれてしまい
ました。ここで、リタイアしました。回りで多くの
人に見られて、失笑されてしまいました。
　第 2回目、8月2日（日）、今度は家内も同行
して、目指しました。市ノ瀬より登山バスにて、別
当出合より砂防新道を登山開始。猛暑の中、中
飯場、甚の助ヒュッテ、を辿り、黒ボコ岩の手前で、
弊社の社員ともすれ違い、弥陀ヶ原に到着しまし
た。五葉坂手前で、またも靴底が剥がれそうにな
り、またもリタイアすることになりました。予備の
靴紐で靴底を縛り、ゆっくりと下山を始めると、
他の登山者が親切にも、テーピングを渡してくれ
ました。靴底を補強して、4時間かけて下山しまし
た。本当に助けていただきました。
　第 3 回目、8月 8日（土）、岐阜県白川村か
ら挑戦しましたが、平瀬から大白川ダムへの道
路が通行止めのため、白川郷 IC から引き返し

　日本の信用を損な
う事態が、東京五輪
から建設費の丼勘定
で白紙撤回をした新
国立競技場に続い
て、五輪エンブレム
までも使用中止に
なった。

　改めて1964年の東京五輪のポスターを見てみた。

　明るい話題で季節感をこの会報誌がロータリアン
の皆様方のお手元に届くころわが国は『秋分』です。
　『春分』も『秋分』もご存知の通り、昼と夜の
長さはほぼ同じです。
　太陽が東から昇り西に沈むのも、全く同じです。
　違うのは秋分の日から、日がだんだんと短く
なっていくことです。
　もう一つ違うところがあります。それは『春分』
よりも『秋分』の方が夏の名残のせいで、平均
気温が10度ほど高い。と聞いたことがあります。
　このころに咲くのが『彼岸花』で、花はまる
で真紅の炎のようです。
　彼岸花は別名『手腐』『幽霊花』『死人花』な
ど沢山の異名を持つ花です。
　この時期赤い花と言えば『吾亦紅』も赤
い花で咲き誇ります。
　吾亦紅は庭で赤く
なると、秋がそこに
座っているようです。
実のような花は「吾も
亦赤いのよ」とつぶ
やいているようです。
　金沢城での雨上が

て来ました。
　第 4回目、8月9日（日）、11時 30 分によう
やく二人で、登頂を果たしました。商売繁盛を祈
願して、健康第一に感謝して帰って来ました。
　子供たちが小さい頃は、白山、立山、富士山等
と連れて行きましたが、3人とも成人してしまい、全
く相手にされません。家内と行く機会が増えました。
　8月16日（日）、北陸新幹線を利用して、浅
間山へ出掛けました。佐久平駅からバスで高峰
高原へ向かい、雨の中を黒斑山を目指しました
が、2 時間かけて稜線の尾根道に登ったところ
で、遠雷のため、慌てて天狗温泉へ下山しました。
下山すると、天候が急速に回復し、浅間山がき
れいに見えてきました。
　山は、いつ
行っても、しん
どいです。年齢
とともに、時間
もかかるように
なりました。元
気で続けられ
ますように頑張
ります。

　昇る太陽を連想させる日の丸から、戦後の復
興を果たし、成長する日本の姿が力強く伝わる
が、今回の模倣疑惑は依然として藪の中にある。
　五輪の評判を落とした責任は、いずこ。
　一昨日の武藤事務総長の会見では『デザインを
選んだのは審査委員会』とのたもう組織委員会幹
部の言葉は、まるで他人事で『君子豹変するとは
このことか』何と情けない。日本。責任は取るも
のではなくて、責任は果たすものだと思うが。

りの百合。先日、北海道の知人から北海道の摩周湖
のもみじがもうそろそろ紅葉してきますと聞きました。
　私の趣味（笑われます）の一つに『羽蝶蘭』を育
てていますが、この羽蝶蘭は山の岩場でひっそりと咲
く花でしたが、最近では愛好者の間で人工交配が行

われ多数の名花が出
ております。加入して
いる『野生蘭の品評
会』が6月21日金
沢歌劇座で開催され、
そこへの道中金沢城
公園で雨上がりの百

合を見つけカメラに収めました。
　写真は百合、夕すげ、羽蝶蘭、前回オリンピッ
クのエンブレムの4枚です。
　ご笑納下さい。笑。わらい。ワライ。
　期待が大きかった東京五輪、国民を裏切るな
よ、この時期一番季
節感を感じる（季節
の変わり目）花でも
眺めてちょっと一杯
のダシに。

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1987 回 例会
8 月 6 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
　リレイト代表　中桐万里子　氏
　「尊徳の実践モデル」
２．出　欠
　出席　30名　　欠席　20名
　出席率　68.18%　　ビジター　1名
３．来訪者（敬称略）
　金沢西ＲＣ　　高梨敏明
４．幹事報告
　・来週 8月 13日（木）の例会は、休会です
　・8月 20日（木）は納涼例会で、会場はディスティーノです。
５．お誕生日祝い ( 敬称略 )
　　　1日　奥田久雄
　　　7日　岡田　進
　　11日　本多弘夫
６．ニコニコボックス　
　辻君、屶網君、畠君

中桐万里子氏を講師にお迎えして。お話を楽しみにしてい
ます。

　奥田君　お陰様で、生誕 72回を迎えました。孫には箸の持ち方、拳
法を習わせたいです。

合計 6,000 円（累計 77,000 円）

第1988 回 例会　納涼例会
8 月 20 日（木）晴れ／ 18：30 〜 20：30［ディスティーノ］

１．例　会
　ロータリーソング ｢我等の生業｣

　論語の素読
　挨　拶　　　　　　　　　　辻会長　　
　ニコボックス披露　　
　大澤明氏　ミニコンサート
　乾　杯　　　　　　　　　　辻会長
　歓　談
　閉会の挨拶　　　　　　　　松本会長エレクト
　ロータリーソング　｢手に手つないで｣
２．出　欠
　　会員　27名　　ご夫人　14名　　出席率　61.37%
３．ニコニコボックス
　辻君、屶網君

暑さも一段落ついたようです。納涼例会、楽しみましょう。
　畠　君　大場委員長、お苦労さまでした。

小泉様、BMW快適です。お世話になりました。
合計 4,000 円（累計 81,000 円）

第1989 回 例会
8 月 27 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
元富山税務署長　　中尾守隆　氏
「税務訴訟から見た国際課税」

２．出　欠
　出席　32名　　欠席　18名
　出席率　72.73%　　ビジター　3名
３．来訪者（敬称略）
銀座新RC　　平田和俊
金　沢RC　　冨森浩治
金沢東RC　　小池田康成　　

４．幹事報告
・地区の日台親善会議委員の委嘱状を、本田会員に授与


