
第2026 回 例会  ガバナー補佐訪問例会
7 月 14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　吉井　清　君

「話尽山雲海月情」
２．出　欠
　出席　33 名　　欠席　16 名　　出席率　71.74%　　
３．幹事報告
　・例会終了後、ガバナー補佐とのクラブ協議会開催
　・7 月 28 日（木）はガバナー公式訪問
４．ニコニコボックス
　吉井君　本日は、ガバナー補佐訪問例会です。皆様、宜しくお願いします。
　松本君、中川君

吉井ガバナー補佐をお迎えして。本日は、宜しくお願いします。
合計 5,000 円（累計 36,000 円）

第2027 回 例会  
7 月 21日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
　会員　丹羽雅治君
　「運送業界あれこれ」
２．出　欠
　出席　32 名　　欠席　17 名　　出席率　69.56%
３．ニコニコボックス
　丹羽君　本日、お話をさせて頂きます。皆様にご迷惑をおかけします。
　松本君、中川君

丹羽会員のお話、楽しみにしています。
　木村君　丹羽さんの講話、楽しみにしております。宜しくお願い致

します。
　　合計 4,000 円（累計 40,000 円）

第2028 回 例会  ガバナー公式訪問
7 月 28日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
第 2610 地区ガバナー　岡部一輝　君

「語り合おうロータリー」
２．出　欠
　出席　　36 名　　欠席　13 名　　出席率　76.26%
　ビジター　3 名
３．来訪者（敬称略）
　南　砺ＲＣ　　岡部一輝、　澤田喜朗
　金沢東ＲＣ　　笠間史盛　　
４．幹事報告
　・京都洛北ＲＣ様より、友好提携４０周年祝のお言葉を頂きました。
　・玉田会員開発統括委員長より、会員増強ご協力のお願い
５．ニコニコボックス
　岡部一輝ガバナー、澤田喜朗地区幹事

公式訪問に参りました。本日は宜しくお願い致します。
　吉井ガバナー補佐

本日は、ガバナー公式訪問です。岡部ガバナー、澤田地区
幹事、宜しくお願い致します。

　松本君、中川君、伊東君
岡部ガバナー、澤田地区幹事をお迎えして。宜しくお願い
致します。

合計 15,000 円（累計 55,000 円）

■ 7 月クラブ日誌
●   7 日（木） ７月定例理事会　　　　　　　　　　　松魚亭にて
● 14 日（木） ガバナー補佐訪問例会・クラブ協議会　松魚亭にて
● 28 日（木） ガバナー公式訪問　　　　　　　　　　松魚亭にて

第2029 回 例会  納涼　夏祭り
8 月 4日（木）晴れ／ 18：00〜 20：45［松魚亭］

１．点　鐘
　ロータリーソング「奉仕の理想」
　開会宣言　　　　　　　松本会長　　　 　　　　　　　　　　
　ニコボックスの披露
　点　鐘
　夏祭り「屋台で遊ぼう」
　マジックショー
　≪和室に移動≫
　歓　談
　ビンゴゲーム
　閉会の挨拶　　　　　　佐賀会長エレクト
　手に手つないで　　
２．出　欠
　出　席　会員 26 名　　欠席　23 名　　出席率　56.52%
　ご夫人　12 名　　ご家族（子供含む）34 名
３．ニコニコボックス
　松本君、中川君

夏祭り、皆様、大いに楽しんでください。
　佐賀君　夏祭り、楽しませて頂きます。
　畠　君　ようこそ、たくさんお越し頂きました。松本会長、お疲れ様

です。何もしない統括委員長、畠です。
　中浦君　久しぶりの松魚亭での家族同伴なつ祭り、楽しみましょう。

合計 8,000 円（累計 63,000 円）

第2030 回 例会  
8 月 25日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
　会員　佐賀　務　君
　「アイアンマン・ケアンズ参戦記～トライアスロンで自己実現～」   
２．出　欠
　出席　32 名　　欠席　17 名　　出席率　69.56%
　ビジター　2 名
３．来訪者
　金沢東ＲＣ 　星　忠利
　金沢西ＲＣ　 辻　　卓
４．幹事報告
　・10 月 22 日（土）～ 23 日（日）第 2610 地区大会
５．誕生日祝い
　１日　奥田久雄
　８日　岡田　進
６．ニコニコボックス
　佐賀君　本日、お話をさせて頂きます。宜しくお願い致します。
　松本君　夏祭りには、多数のご参加を頂き、有難うございました。

伊勢神宮・正式参拝してきました。翌日のゴルフ観光も皆、
元気にて帰沢致しました。

　松本君、中川君
佐賀会員のお話、楽しみにしています。

　木村君　佐賀先生、講話楽しみにしております。ありがとうございます。
　向峠君　納涼夏祭りと親睦旅行への多数のご参加、有難うございました。

親睦委員長として、燃え尽きました。
　大村君　先日の夏祭り、大盛会でした。お世話下さった、向峠親睦委

員長はじめ、関係各位の皆様、お疲れ様でした。
　水巻君　納涼例会、孫たちに大好評でした。伊勢神宮も結構でした。
　奥田君　本日、誕生月だと知りました。ありがとうございました。
　寺田君　孫が、無事に 3 歳の誕生日を迎えました。

　　合計 16,000 円（累計 79,000 円）

■ 講話予定
●   9 月 29 日（木）観音院住職　安念尚弘　「創建 400 年の観音院」
● 10 月   6 日（木）企業年金管理士　田中大生　「401K を活用した企業強化」
● 10 月 13 日（木）三上史朗「人生メロンパンアイス」
● 10 月 20 日（木）休会
● 10 月 27 日（木）お月見夜間例会　石亭にて

発行  2016.9.15thu NO.925

「浅野川暮色」

子
し こ う

項曰く、
君子の過

あやまち

は日
じつ

月
げつ

の食するが如
ごと

し。
過

あやま

つや  人
ひと

皆
みな

之
これ

を見る。
あらたむるや人

ひと

皆
みな

之
これ

を仰ぐ。

九月の論語
●会員数／ 49 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／松本 範夫 ●会長エレクト／佐賀　務 ●副会長／内堀　茂
●幹事／中川 茂樹 ●副幹事／中浦 洋昭 ●会長監督／野村 千秋 ●会計／屶網 大介
●クラブ会報委員長／中村 實博



　

伊勢志摩「神宮＆グルメ＆ゴルフ」ツアーに参加して
　会員　山上　公介・大場　修

2016 〜 2017年度　国際ロータリーテーマ 2016〜 2017年度　金沢北ロータリークラブテーマ

人類に奉仕するロータリー Rotary Serving Humanity ロータリーを楽しもうRI 会長　ジョン F. ジャーム 会長　松本　範夫

ロータリーの歩み①　その 3
2680 地区 PDG　田中　毅

　この排他的な秘密結社のような団体に対する世間の目は
厳しく、ロータリアンの中からも批判の声があがってきま
した。その非難を避けるために、相互扶助で儲けた金の幾
ばくかを、チャリティという
行為で社会に還元するという
行為が行われるようになりま
した。
　愛馬を病気で失って、馬を
使った耕作も馬に乗って出か
ける宣教もできなくなった牧
師兼農夫に新しい馬を贈った
り、街角で物乞いをしていた
不具の少年を例会場に連れて

きて金銭や衣類を贈った話は「Golden Strand」にでてくる、
あまりにも有名な逸話です。
 　1906 年 4 月に、ドナルド・カーター事件が起こりまし
た。フレデリック・トゥイードが、特許弁理士ドナルド・
カーターに［物質的互恵］の特典を説明して、シカゴ・ク
ラブへの入会を薦めたとき、彼は職業を持って社会で生活
している以上、職業を通じて社会に貢献することが自分が
存在する証になるのであって、自分たちだけの利益にこだ
わって、社会的に何もしない団体に将来性も魅力もないと
述べ、入会を断りました。その考え方に共感したトゥイー
ドは、入会して内部から改革を実現するように説得して、
カーターはこれに同意してシカゴ・クラブに入会します。

　２０１６年８月２１～２３日の日程で、標記ツアーに
参加しました。

（初日　神宮参拝を中心として）
　早朝６時５０分に集合、７時頃に出発して昼食の
レストランへ到着するのが１２時頃。５時間の長距
離移動ですが、ここで酒類は一切なし。お昼は「肉
処・力也」でスキヤキでしたが、ここでもビールは
なし。今回参加した皆さんは紛れもない日本人でし
た。神宮（伊勢神宮の正式名称は何も付かないた
だの「神宮」です。）参拝の前に日本人は流石に
酒類は口に出来ません。いつもよりも、物静かなス
タートとなりました。
　神宮の正式参拝

（御垣内参拝）で
は服装に縛りがあり
ます。男性は礼服
が望ましいが、敬
意を失しない程度
の平常服（白シャ
ツ・ダークスーツに派手ではないネクタイ）は許可
する。女性は男性に準じた服装です（特別参拝要
領より）。本来は外宮、内宮、時間があれば別宮
という順番で参拝すべきところですが、今回は内

宮の正宮、荒祭宮、
風日祈宮に参拝し
てきました。参拝で
は基本的に感謝の
お祈りをします。個
別の願事はＮＧ。
当日の最高気温は

約３２度。大汗をかきながらも少しだけ心が洗われ
たような気分になりました。
　宿泊はゴルフ場をはじめ、テニスコート・プール
等を備えたネム・ホテル＆リゾート。
冷房の効きすぎと食事が少々気になりましたが．．．．

（ゴルフの部）
　初日はホテル隣地のネムゴルフクラブで１１名が
参加、２日間のプレー開始。気温３５°Ｃを超えるう
だるような暑さの中、参加者の大半が暑さ負けで
スコアを崩していくのを尻目に、一人涼しい顔でプ
レーに集中し、９８回で回ってきたのは同好会コン
ペ初参加の佐賀会員でした。日頃トライアスロンで
鍛えた体幹の強さ、タフネスさをゴルフでも遺憾な

海上バーベキューの後、今年５月に行われた先進
国首脳会議のメイン会場となった志摩観光ホテル　
ザ・クラシックでお茶というコースに。海上バーベ
キューは平日で客が少なかったため、小型船で英虞
湾の中を少しだけクルーズ。普通の人は気が付か
ないとは思うけど大場だけはこの船、窓を開けてい
ても排気ガスが室内に入ってこない電動モーターで
動いていることに気が付いていた。三日間を通して
ここでの食事の満足度が一番高かったとの声も。ザ・
クラシックでは安倍総理とオバマ大統領が座ってい

く発揮、これからは佐賀先生の事を「鉄腕（人）
ツトム９８号」と呼ぶことにしましょう（恐るべし！）。
　また同コースはカート毎にタブレットを装備してあ
り、これがなかなかの優れ物。スコアの入力、ピン
までの距離表示（音声付）からコンペ参加者全員
の順位がスコアボード表示され、ホール毎の順位
の変動が一目瞭然、それを見て各人が一喜一憂。
気分は１打を争うトーナメントプロでした。違うか

（笑）　２日目は名門の近鉄賢島カンツリークラブで
プレー。短めの初日のコースとはうって変わって
４００Ｙのパー４が続く難コースに１３人が挑みまし
た。途中コースの売店でかき氷をテイクアウト、食
べては打ち、打っては食べて涼を求めます。夏ゴ
ルフならではのオツなひとときを満喫いたしました。

（追記）２日間を通
じて、参加者に偏
りなく賞品が行き渡
る様に、順位賞に
工夫を凝らした中
村幹事長の気配り
に拍手です。

（観光の部）
　観光初日は二見ケ浦→真珠加工工場→昼食→
真珠博物館→鳥羽水族館→志摩国分寺の予定だっ
たのですが、二見ケ浦は能登でも同じようなものを
見ることができるということでパス。午前中は鳥羽
水族館で過ごすこととなりました。月曜日だったので

すが、夏休みなの
でお子様連れの観
光客で大賑わいで
した。個人的には
兼ねてから釣ってみ
たいと思っていた魚
がチラホラ。

　この日の食事は「華月」というお店でサザエ・
アワビを中心とした蒸し料理。その後真珠加工工場、
ミキモト真珠島、志摩国分寺を見学してきました。
  ２日目の観光は海上バーベキューを除いて全て
キャンセル。まずは大場が松坂牛のすじ肉を土産に
したいから肉屋さんに寄ってくれと我が儘を言い出し
た。次に女性陣が暑いから外を歩くのはイヤだと言
い出した。やさしい添乗員さんと運転手さんは我が
儘を受け入れて下さって、午前中はお肉屋さん、

た席で記念写真。
（返りのバスの中で）
　猛暑の中２日間ゴルフでお疲れの方も。 一
方、最後までビー
ルを飲み通された
強者もいらっしゃい
ました。大場も少々
飲 み 過ぎました。
反省．．．．

　この度、金沢北ロータリークラブに入会させて
頂くことになりました。有限会社ケーティサービス
代表取締役 寺田憲二です。
　ロータリークラブ様の活動に私のボランティア誠
心が役立つのではないかと、森大様、木下和吉
様からの推薦を賜り、心より御礼申し上げます。
　ケーティサービスは平成 3 年 8 月に個人創業、
平成６年 8 月 8 日に法人組織にし、有限会社ケー
ティサービスを設立し内灘町に事務所、金沢市専
光寺町に倉庫を構え、冷蔵・冷凍機器及び厨房
設備機器等の設置工事業をしています。
　スーパーのオープンケース、食品陳列ケース、

プレハブ冷蔵庫、冷凍庫の組立、配送センター
などの大型冷蔵庫、冷凍庫の組立、１坪～ 1,000
坪以上のレストランなどの厨房設備機器の設置を
しています。
　各メーカー様からの依頼を承

うけ
て、２０数社から

の信頼を受け、仕事をしています。
　私事ですが趣味はゴルフです。
　今回ロータリークラブに入会するにあたって、
未熟者の私ですけれども先輩方々に人生学、経
営学他、よりよい人間でいられるか何卒ご指導ご
鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

私の名刺　
寺田　憲二（てらだ　けんじ）
S28.10.28 生まれ

（有）ケーティサービス　代表取締役
職業分類：冷蔵冷凍機器設置業


