
第2033 回 例会 
9 月 15 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
　会員　野村　千秋　君
　「今からでも大丈夫～誰でも出来るスマートエイジング」　      
２．出　欠
　出　席　32 名　　欠　席　17 名　　出席率　69.56%
　ビジター　1 名
３．来訪者
　金沢西ＲＣ　 澤田幸壮
４．幹事報告
　・９月 22 日（木）は祝日の為、例会はありません。
５．ニコニコボックス
　松本君、中川君

野村会員のお話、楽しみにしています。
　木村君　野村さん、スマートエイジングのお話、楽しみにしています。

この金曜から「サイガワあかりテラス」が開催されます。
　野村君　いつも皆様、例会と SAA にご協力くださり、有難うござ

います。
本日はまた、このような機会を賜り、重ねてお礼申し上げ
ます。
ふわっと、頑張ります。

　小々高君
先週は、拙いお話をお聞きいただき、有難うございました。

　大村君　今日、綺麗なお花が届きました。本日で満 85 歳になります。
健康に感謝、ロータリーに感謝。

　寺岡君　お月見例会、楽しみにしています。
合計 11,000 円（累計 132,000 円）

第2034 回 例会 
9 月 29 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
　観音院住職　安念尚弘　氏
　「創建 400 年の観音院」　　
２．出　欠
　出　席　30 名　　欠席　19 名　　出席率　65.22%
　オープンロータリー　1 名
３．幹事報告

・卯野正博会員、マルチプル米山功労者（５回目）、マルチプルポー
ルハリスフェロー（３回目）表彰
・玉田会員より、第 47 回柔道大会のお知らせ
リオオリンピック 57 キロ級銅メダリストの松本薫選手が 10 月 30
日の大会に参加されます。会員の皆様も、奮ってご出席のほど、よ
ろしくお願い致しします。

４．ニコニコボックス
　松本君、中川君

講師に安念住職様をお迎えして。お話を楽しみにしています。
　木村君　安念住職、講話を頂き有難うございます。楽しみに拝聴さ

せて頂きます。
　玉田君　今回、オープンロータリーとして、初めてオブザーバー参

加して頂きました、大松商会社長の木村さんです。ぜひ、
入会して下さい。

　合計 5,000 円（累計 137,000 円）

第2035 回 例会 創立 43 周年例会
10 月 6 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
　企業年金管理士　田中大生　氏
　「401K を活用した企業強化」　
２．出　欠
　出　席　32 名　　欠席　17 名
　出席率　69.56%
３．誕生日祝い（敬称略）
　　3 日　　玉田　善明

　　8 日　　合田　昌英、　伊東尚毅
　12 日　　丹羽　雅治
　20 日　　屶網　大介、　野村千秋
　28 日　　寺田　憲二
　31 日　　高岡　　
４．結婚記念日祝い（敬称略）
　10 日 　丹羽　雅治
　13 日　　魚住　安彦
　16 日　　山上　公介
　19 日　　中村　實博
　25 日　　高岡　　昇
　26 日　　本岡三千郎
　27 日　　安宅　雅夫
５．ニコニコボックス　
　松本君、中川君

講師に、田中氏をお迎えして。お話を楽しみにしています。
　中村（芳）君

長男が結婚しました。
　玉田君　お陰様で、金沢市産業功労賞を頂くこととなりました。益々

精進致します。
合計 9,000 円（累計 146,000 円）

■ 8 月クラブ日誌
●   4 日（木） 納涼なつ祭り　　　　　　　　　　　　松魚亭にて
● 25 日（木） ８月定例理事会　　　　　　　　　　　松魚亭にて

■ 9 月クラブ日誌
●   8 日（木） ９月定例理事会　　　　　　　　　　　松魚亭にて

理事会報告  
8 月 25 日（木）／ 出席者　15 名

◆審議事項
①夏祭り決算報告
②お月見夜間例会（10 月 27 日、石亭にて）の件
　木村シニアソムリエによるワイン会・お琴の演奏などを計画中
③第 47 回金沢市柔道大会（10 月 30 日・県立武道館）の件
④その他

◆委員会報告
①財団委員会（卯野委員長）

財団 100 周年記念として、一人当たり 1000 円のニコボックスの
寄付をする。
一旦、財団委員会より立替払いをして、後期の会費で徴収させて
頂く。

理事会報告  
9 月 8 日（木）／ 出席者　17 名

◆審議事項
① 伊勢・志摩親睦家族旅行決算報告
② その他

◆協議事項
① お月見例会（10 月 27 日）の件

■ 講話予定
● 11 月 10 日（木）特定行政書士　片山茂樹氏
● 11 月 17 日（木）宇多須神社　神主　森博氏

「藩社　卯辰八幡宮」
● 11 月 24 日（木）会員　伊東尚毅君
● 12 月　1 日（木）会員　寺田憲二君
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「秋の浅野川」

●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



　
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

　カラオケが苦手な私ですが、たまに歌う曲にかぐや姫の「神田川」・チューリッフﾟの「心の旅」
があり、2曲とも昭和 48年発売で 21歳の時です。
　会報も第 926 号を数え貴重なアーカイブの中から折に触れて掲載をしていきたいと思っており
ます。まずは創刊第 1号をご覧あれ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クラブ会報委員長　中村實博

　風白し、秋晴れの 10月 3日、金沢北ロータリークラブは孤々の声を
あげた。
　卯辰山の一角、浅野川の清流を俯瞰する景勝の地ホワイトハウスに、
安田地区ガバナーをはじめ多数の来賓を迎え、38名のチャーターメンバー
出席の下、盛大かつ厳粛に創立総会が行われた。
　総会は定刻 12時、中島特別代表の点鐘によって開幕、国歌、ロータリー
ソング奉仕の理想斉唱の後、まずスポンサークラブ金沢東ロータリークラブ
鈴木会長が開会の言葉として、「1973 年地区大会前に金沢北ロータリー
クラブを発足させることは前年度からの悲願だった。今日、関係者の努力

で立派なクラブが誕生したことは誠によろこばしい。」とのべられた。
　引続き金沢東ロータリークラブ山田幹事によって、来賓、会員の紹介があり、仮議長に中島特別代表を選任し、定款、
細則の採択、理事選出等スムースに進行された。そして新理事によって第１回理事会を別室で開き、初代会長ほか役員
（別掲）を選任した。
　この後、次の通り各氏の挨拶、祝辞がつづいた。
山田初代会長挨拶：―――――――――――――――
　新しい出発にあたり、国家社会への貢献を第１目標として、立派なロータリーを創り上げたい。
幸い、スポンサーロータリークラブの諸先輩や柴田大先輩もおられるので、必ず所期の目的を達
成できると確信する。
大村初代幹事挨拶：―――――――――――――――
　若輩であるが唯一生懸命努力するのみ。協力を願いたい。
　以上で総会を終り、引続き次の各氏から祝辞をいただいた。

中島特別代表の祝辞：――――――――――――――
　ロータリーは社会生活における人間幸福の追求を理念とし、他人への
思いやり、助け合いを根本精神としている。その目標達成のために、
国際奉仕、社会奉仕、職業奉仕、クラブ奉仕の四部門を設定し、之を
推進するために、
　①広く知己を求めて奉仕の機会を多く持つ。
　②各自の職業に誇りを持つ。
　③公私の別なく奉仕の理想を実現する。
　④国際的理解と友情を深める。
という四つのテーマをかかげ、そのため個人に４つのテストを要求している。
　ロータリーは単なる社交クラブではない。ロータリー本来の厳しい本来の姿にかえって、大地に足をおろした堂々たる
ロータリーとして発足してほしい。
安田ガバナー祝辞：―――――――――――――――
　ロータリーは68年の長い歴史を持つ。その歴史は人類必須の歴史であり、苦悩の歴史であった。今日15,739クラブ、
74万人の盛況を誇っているが、要はロータリアン一人一人の地道な日常生活からスタートして、相互の親睦の会合を通じ、
社会への奉仕、国際奉仕へと高度の発展をとげているものである。
　前年度会長のターゲットは〝もう一度（原点を）見直そう〟であった。それをうけて今年のターゲットは〝今こそ行動
のとき〟である。北ロータリークラブの諸君も、今こそ行動のとき、今こそ人生における人間形成のチャンスとしてロータリー
に挑戦してもらいたい。

　安田ガバナーの祝辞のあと、恒例によりスポンサークラブより新クラブへロータリーの鐘が贈呈され、最後に会員の
一人一人に会員バッヂが手渡されて、一切の行事を終了した。

金沢北ロータリークラブ創立総会
会報創刊第 1 号

第2031 回 例会 
9 月 1 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
会員　大場　修　君

「金沢北ＲＣ 親睦旅行　in　伊勢志摩」　
２．出　欠

出　席　36 名　　欠　席　13 名　　出席率　78.26%
ビジター　１名

３．来訪者　（敬称略）
金沢南ＲＣ　松本　要

４．皆出席顕彰
44 ヶ年　大村精二君
40 ヶ年　木下和吉君

５．誕生日祝い（敬称略）
1 日 濱井　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　
　松本君、中川君、木村君

大場会員の、旅行報告、楽しみにしています。
　大村君　44 カ年皆出席の顕彰を受けて。有難うございました。
　木下君　８月 27 日、馬場さんのお祝いの会では、サッカー県知事

中部日本大会と重なり、出席できず申し訳ございませんで
した。
久々に、全州サッカー親善大会に行って参りました。また、
サッカー熱が一段と高くなっているのに驚きました。
お陰様で、ロータリーも 40 年続けることが出来ました。そ
ろそろ若い人にバトンタッチかと…。

　吉井君　先日の伊勢志摩方面旅行では、楽しい時を過ごさせて頂き
ました。
また、ガバナー補佐、ガバナー公式訪問同行と、担当地区
での卓話を繰り返し、28 回中 14 回を終了する見込みとな
りました。

　馬場（貢）君
先日は、有難うございました。

合計 37,000 円（累計 116,000 円）

第2032 回 例会 
9 月 8 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
会員　小々高利昭　君

「金融・証券のバブル崩壊と今」　　　
２．出　欠

出　席　35 名　　欠　席　14 名　　出席率　76.08%
ビジター　6 名

３．来訪者（敬称略）
台湾ドラゴン RC 　季龍駒　　黄櫂生
金　沢ＲＣ　　　　西野一郎
香林坊ＲＣ　　　　中川可能作　　八田　稔　　小幡謙二　

４．幹事報告
　・第 47 回少年柔道大会の件
　　10 月 30 日（日）午前９時より　石川県立武道館にて
５．ニコニコボックス
　松本君、中川君、木村君

小々高さんのお話を、楽しみにしています。
　木下君　小々高会員の講話を楽しみに。先日は、楽しい時間を有難

うございました。今後とも、仲居おつきあいを。
　魚住君　誕生日祝いのお花、有難うございます。

合計　5,000 円（累計 121,000 円）

昭和 48 年 10 月 11 日


