
第1996 回 例会  
10 月 29日（木）曇り／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
会員　松田　光代　君「女弁護士の一日」　

２．出　欠
出席　31 名　　欠席　20 名
出席率　67.39%　　ビジター　2 名

３．来訪者（敬称略）
金沢西ＲＣ　　辻　卓
百万石ＲＣ　　川きみよ　　

４．幹事報告
・越田会員ご子息、ご結婚祝い贈呈
・金沢市柔道大会　
11 月 1 日（日）午前 9 時　石川県立武道館にて

５．ニコニコボックス
辻君、屶網君

先日の地区大会に参加いただいた会員の皆様、有難うござ
いました。本日の講師、松田会員のお話、楽しみにしてい
ます。　

　畠　君　松田様、今日は宜しく。
　玉田君　金沢市少年柔道大会が、11 月 1 日（日）県立武道館に開催

されます。多数のご参加をお待ちしております。
　越田君　三男が結婚しました。お祝いをありがとうございます。

合計　10,000 円（累計 185,000 円）

第1997 回 例会  日本伝統工芸展鑑賞例会
11 月 5日（木）晴れ／ 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　19 名　　出席率　69.57%
　ビジター　2 名　
３．来訪者　（敬称略）
　金　沢ＲＣ　　西野一郎
　金沢西ＲＣ　　小林　洋　
４．幹事報告
　・第 46 回金沢市少年柔道大会のお礼（玉田会員）
５．お誕生日祝い ( 敬称略 )

7 日　魚住安彦、的場晴次
18 日　中浦洋昭

６．婚記念日祝い（敬称略）
3 日　濱井弘利、勝田浩之、小々高利昭

10 日　馬場邦彦
11 日　屶網大介、千原浩一
23 日　辻　利陽　

７．ニコニコボックス　
　辻君、屶網君

先日の柔道大会に参加いただいた会員の皆様、広告に協力
いただいた会員の皆様、有難うございました。

　的場君　11 月 7 日で、馬齢を重ねて 68 歳となります。まだまだ現
役で頑張ります。

　中浦君　過不足なく、62 歳になります。
　合計 6,000 円（累計 191,000 円）

          第131 回 ゴルフコンペ成績
平成 27年 9月 22日（火）［ゴルフ倶楽部金沢リンクス］

O I G H N
優　勝 安宅真由美 45 46 91 22 69
準優勝 屶網　大介 52 42 94 25 69
第３位 水巻　啓光 44 40 84 14 70
第４位 川面　正雄 42 40 82 12 70
第５位 安宅　雅夫 42 38 80 8 72

第 10 位 中浦　洋昭 51 48 99 22  77
B Ｂ 大場　　修

■ 10 月クラブ日誌
●　１日（木） 創立 42 周年記念例会　　                 松魚亭にて
●　８日（木） お月見例会（金沢百万石ＲＣ合同）　　松魚亭にて
● 24 日（土）
　～25 日（日） 地区大会　                                   　白山にて

■金沢市内 RC 11・12 月 例会変更
金　沢 RC
11 月　4 日（水）　休　会　
11 月 25 日（水）　時間未定　金沢ニューグランドホテル「夜間例会」
12 月 16 日（水）　18:00 〜ホテル日航金沢「イヤーエンドパーティ」−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢東 RC
12 月 14 日（月）　18:30 〜 ANA ホリデイ・イン金沢スカイ「年忘れ家族例会」
12 月 28 日（月）　休　会−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−金沢西 RC
11 月 13 日（金）　5RC 合同例会に振替休会
11 月 27 日（金）　18:00 〜　和田屋「紅葉例会」
12 月 18 日（金）　18:00 〜　金沢都ホテル「家族親睦パーティー」
12 月 25 日（金）　休　会−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−金沢南 RC
12 月 22 日（火）　18:30 〜　ホテル日航金沢「年忘れ家族会」−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−金沢北 RC
11 月 26 日（木）　18:00 〜　六角堂　グリル & バー

第 2000 回記念例会
12 月 17 日（木）　18:30 〜　松魚亭「年忘れ会」
12 月 24 日（木）　休　会−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−香林坊 RC
11 月　2 日（月）　休　会
12 月 21 日（月）　18:30 〜　金沢東急ホテル「年忘れ家族会」−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−みなと RC
11 月 17 日（火）→　11 月 12 日（木）　5RC 合同夜間例会に振替
11 月 24 日（火）　10:30 〜　石川テレビ放送㈱「職場見学例会」
12 月 22 日（火）　18:00 〜　ANA クラウンプラザホテル金沢

「年忘れ家族親睦夜間例会」−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−百万石 RC
11 月 12 日（木）　19:00 〜　招龍亭「会場変更例会」 
11 月 19 日（木）　18:30 〜　フラワーガーデン「オープンロータリー」
11 月 26 日（木）　19:00 〜　招龍亭「会場変更例会」
12 月 17 日（木）　19:00 〜　ホテル日航金沢「年忘れ例会」
12 月 24 日（木）　休　会

■ 講話予定
● 11 月 19 日（木）金沢ニューグランドホテル社長　庄田正一氏
● 11 月 26 日（木）第 2000 回記念例会　

プロゴルファー　古市忠夫氏
六角堂グリル & バー
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　秋の兼六園●会員数／ 51 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



　

地区大会に参加して
幹　事　屶網　大介

日本伝統工芸展鑑賞
会　員　松田　光代

第 46回護国神社奉納少年柔道大会
会　員　玉田　善明

モンドや携帯電話の部品として使用さているレアメ
タルの利権を巡り、先進国が干渉していることが内
戦長期化の要因となっているという実情を踏まえ、
私個人の日常生活との関連性や、個人でも微力な
がらでも出来ることがあることを気づかされました。
　同日の本会議では、「ロータリーの職業奉仕」と
いう演題で、株式会社エイコー代表取締の小船井
修一氏による基調講演がありました。「最も多く奉仕
する者、最も多く報いられる」というロータリーの職
業奉仕の根幹理念が生まれた背景事情、及び実際
の事業活動における重要性について語られました。
　翌２５日は、「利他のこころ」と題して五木寛之氏
による記念講演がありました。同氏の講演内容は多

　１０月２４日（土）、２５日（日）の２日間にわたり白
山市において、国際ロータリー２６１０地区の地区大
会が開催されました。会場ではホストクラブである
白山ロータリークラブをはじめコ・ホストクラブの暖
かい歓迎を受けました。

　平成２７年１１月
５日（木）秋晴れ
の中，１6人の会
員が参加し，石
川県立美術館で
開催中の、第６２
回日本伝統工芸
展鑑賞会が開催

されました。
　陶芸，染織，漆芸，金工，竹木工，人形，それぞ
れ作家の熱い思いがこもった作品の数 に々毎回のこと
ながら圧倒されました。もちろん，当会の誇る先生方
も出品されております。二塚長生先生の作品「友禅

　私たち金沢北ロータリークラブが後援をしています、
金沢市柔道協会主催の少年柔道大会が、前日迄小
雨模様の空もすっきりと晴れ上がった青空の元で、１１
月１日（日）、石川県立武道館にて開催されました。
　幼児部門を含
む小学生、中学
生の選手３００名
が、道場一杯に
朝から汗を流して
練習を行い、午
前９時より開会式が始まりました。
　今年は、アスタナで開催された国際柔道選手権
大会女子５７㎏級で、この少年柔道大会から育った
松本薫選手が堂々の優勝を果たし、益 こ々の大会
も活性化して来た感があります。

　更に、金沢市
の姉妹都市韓国
の全州市より、全
州柔道会のクォン
会長初め、役員８
名と少年選手２０

名が参加され、一層盛り上がった大会と成りました。
今回は護身の型の後、昭和２７年に作られた柔道舞
踊が、８名の女子柔道家により披露され、武道館
の雰囲気が一瞬和んだ開会式でした。
　小学校就学前のチビッ子選手達は、まさしく仕掛
け人形の如くに愛らしく、中には怖くなり泣いて柔道
場から逃げ出すチビッ子選手を、審判が一生懸命
に抱き上げて連れ戻すハプニングもあり、多くの親
御さんの温かく見守る笑顔がとても素敵でした。

くの感銘を受けるものでしたが、同氏の講演概要を
私の理解力と表現力をもって本書で短くまとめること
は出来そうにないので、割愛させていただきます。
　今回の地区大会は、近隣開催かつ天候にも恵ま
れ、多くの感銘を受けることができ、参加できて本
当によかったと思います。
　なお、次期地
区大会は富山県
砺波市において
南砺ロータリーク
ラブをホストとし
て開催されるこ
とになりました。

　２４日の本会議に先立つ指導者育成セミナーで
は、ＮＰＯ法人テラ・ルネッサンス理事の鬼丸昌也
氏による講演を拝聴しました。アフリカのコンゴ共
和国の内戦で、多くの少年少女が強制従軍させら
れ犠牲になっていること、同国で産出されるダイヤ

薄地訪問着『音しぶく』」，魚住為楽先生の「砂張水
差『想』」については，参加者が他の作品以上に熱
心に見入っておりました。
　特に，魚住為楽先生は，当日会場で，若手の県庁
職員の研修のため作品解説をしておられ，思いがけず
先生の作品解説を拝聴することができました。魚住先
生は，若手の県庁職員を前にユーモアを交えて作品に
ついて解説されておられました。時間が限られていた
ため，先生の解説のすべてをお聴きすることができま
せんでしたので，このような貴重な研修の機会を得て
いる若手県庁職員のみなさんをうらやましく感じました。
　貴重な体験を毎回させております。来年はどんな作
品が拝見できるのか楽しみです。

　中学生にも成る
と、完全に大人
顔負けの柔道とな
り、特に全州市か
ら来た少年選手
の中には強い子
が居て、将来の

オリンピック選手を思わせる程の試合をしていました。
　現在、柔道人口の割合が高いのはフランスが一
番です。日本はサッカー、ラグビー、野球などが多く、
年々柔道を志す若者が減少傾向にあります。
　心・技・体を鍛え、礼に始まり礼に終わる柔道
の心を、しっかりと次世代へと継承させて行く青少
年育成事業こそ、我らが北ロータリーの大変意義
な事業のひとつだと思います。
　継続とは力なり・・今大会で特に感謝したいのは
早朝より始まった大会で辻会長はじめ屶網幹事、
本多青少年奉仕委員長、内堀社会奉仕委員長、
横井会員が最後の最後迄、しっかりと本大会を見
守り賞品授与をしていただいた事に感謝・感謝です。
　これからも、我らが誇る青少年育成事業の看板
事業を、会員一同の温かいご理解を得て、末永く
継続出来る
事 を 願 い、
今年の大会
も無事終わり
ました。
　有難う御
座いました。

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1995 回 例会  
10 月 15日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
（株）メディカ・コンサルティング　宇野恵子　氏
「自分らしい『いい日旅立ち』のために」

２．出　欠
出席　31 名　　欠席　16 名
出席率　70.46%　　ビジター　2 名

３．来訪者（敬称略）
金沢西 RC　　澤田幸壮　　野中雅志

４．幹事報告
・金沢市柔道協会へ、柔道大会（11 月 1 日）の賞典費贈呈

５．ニコニコボックス
講師　宇野恵子様

此度は、貴会へお招きいただきまして、誠に有難うござい
ました。

小松ＲＣ　徳田八十吉君
先日も、講話させて頂きまして誠に光栄でございました。有
難うございました。お礼と大和個展のご挨拶に参りました。
小松では花と九谷の出会い展、九谷焼展。金沢では、伝統
工芸展も始まります。小松ＲＣ 60 周年、白山地区大会も開
催されます。芸術の秋、是非お出かけ下さい。

辻君、屶網君
宇野恵子氏をお迎えして。お話たのしみにしております。

畠　君　私どもの社員、宇野恵子さんのお話をお聞きください。
安宅君　松本さん、一足早く、会長ご就任おめでとうございます。

益々健康にご留意ください。
辻　君　先日、長女に初めての子供が産まれ、孫が四人になりました。

合計 31,000 円（累計 175,000 円）


