
第2036 回 例会 
10 月 13日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
（株）グランタス　代表取締役社長　三上史朗　氏
「人生メロンパンアイス」

２．出　欠
出席　31 名　　欠席　18 名　　出席率　67.39%

３．幹事報告
　・第 2610 地区大会　10 月 22 日（土）～ 23 日（日）
　　砺波市文化会館にて
４．ニコニコボックス

田中大生氏（10 月 6 日講師）
お話をさせて頂き、有難うございました。

三上史朗氏
本日、お話をさせて頂きます。

松本君、中川君
講師に三上様をお迎えして。お話を楽しみにしています。

　本田君　昨日（10 月 12 日）建設業災害防止協会石川支部（建災防）
より産業安全衛生功労賞を頂きました。

小泉君　生きています！
合計 46,000 円（合計 192,000 円）

第2037 回 例会 お月見夜間例会
10 月 27日（木）晴れ／ 18：30〜 21：00［石亭］

１．点　鐘
ロータリーソング「我らの生業」
会長ご挨拶　　　 　　　　　 
柔道大会開催に当たってのご挨拶　　　金沢市柔道協会
ニコニコボックス披露
乾　杯　　　　　　　　　　　　　　　大村会員
筝曲演奏
歓　談
木村シニアソムリエによるワインを愉しむ会
閉会の挨拶　　　　　　　　　　　　　佐賀会長エレクト
ロータリーソング「手に手つないで」
点　鐘　　

２．出　欠
出席　21 名
欠席　28 名
出席率　45.65%
ご夫人　4 名　　

３．ニコニコボックス
松本君、中川君

本日のお月見例会、皆さんで楽しみましょう。
佐賀君　金沢マラソン、4 時間 30 分で完走しました。

　森　君　先日開催した、熊本復興支援チャリティゴルフ大会におい
ては、会長はじめ木下君、吉井君、辻君の四名の方々にご
参加いただき、有難うございました。

　中浦君　10 月の家内の誕生日には、お花を有難うございました。な
お本日も、石亭のご利用感謝申し上げます。

合計 9,000 円（累計 201,000 円）

第2038 回 例会 
11 月 10日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
特定行政書士　片山茂樹　氏

「介護離職を防ぐ任意後見の可能性」　
２．出　欠

出席　35 名　　　欠席　15 名
出席率　76.09%　ビジター　4 名

３．来訪者（敬称略）
金　沢ＲＣ　　西野一郎
金沢東ＲＣ　　笠間史盛
香林坊ＲＣ　　木下弘治
百万石ＲＣ　　川きみよ

４．幹事報告
・佐賀務君、ポールハリスフェロー認定証授与
・水巻会員、瑞宝章綬賞受賞のお祝い金贈呈
・新会員、木村康徳君のご紹介（紹介者・内堀君）

５．誕生日祝い（敬称略）
7 日 魚住　安彦
7 日 的場　晴次

18 日　中浦　洋昭
６．結婚記念日祝い（敬称略）

3 日　濱井　弘利
3 日　小々高利昭
7 日　寺田　憲二

10 日　馬場　邦彦
11 日 屶網　大介
23 日 辻 　利 陽

７．ニコニコボックス　
松本君、中川君

本日の講師、片山様のお話を楽しみにしています。また、
木村康徳君の入会を祝して。

木村（康）君
本日から、金沢北ロータリークラブに入会させて頂きます。
どうぞ、宜しくお願い致します。

玉田君、内堀君
木村康徳さんを新しい仲間に迎えられました。嬉しいことです。

　大村君　本日の会報に、43 年前の若かりし写真が載りました。こん
な時もありました。

的場君　11月7日で69歳となりました。ただ単に年を重ねています。
　屶網君　11 月 3 日、ロータリーゴルフコンペで、メンバーとハンディ

キャップに恵まれ、久しぶりに優勝できました。11 月 11 日、
結婚記念日を迎えます。

　水巻君　今年秋の叙勲で、はからずも瑞宝小綬章叙勲受章の栄（税
務行政功労）に浴しました。伝達、拝謁は来週 15 日です。
元気に行って参ります。

　合計 16,000 円（合計 217,000 円）

■ 10 月クラブ日誌
●   6 日（木） 創立 43 周年記念例会　　　　　　　　松魚亭にて
● 13 日（木） 10 月定例理事会　　　　　　　　　　松魚亭にて
● 22 日（土）

〜 23 日（日） 第 2610 地区大会　　　　　　　砺波文化会館にて

● 27 日（木） お月見夜間例会　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 石亭にて
● 30 日（日） 第 47 回金沢市少年柔道大会　 石川県立武道館にて

■ 講話予定
● 11 月 24 日（木）会員　伊東尚毅君
● 12 月　1 日（木）会員　寺田憲二君
● 12 月　8 日（木）麹料理研究家　小紺有花氏
● 12 月 15 日（木）年忘れ会
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●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／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

退会のご挨拶
勝 田　浩 之

平成 28 年 6 月末をもって、18 年間在籍させ
ていただいた金沢北ロータリークラブを退会いたし
ました。

一昨年の 11 月横浜鶴見　大本山總持寺への
出向の命を受け、任期 3 年の約束で行ってみたも
のの日毎に繁忙になり、おまけにどうも 3 年では金
沢には帰れそうにはなくなったのです。若干の予想は
当たりましたが、5 年、6 年の継勤になるとは思っ
てもみませんでしたが、時すでに遅しでありました。

拙僧にとってこの 18 年間は様々な人と出会い、
沢山の教えを頂戴致し、自身の視野を広げて戴いた
だけでなく、自己の何たるかを改めて教示して戴い

た貴重な場所でありました。
誠に勝手な振る舞いとお思いでしょうが、何卒御

容赦願います。
尚、平成 9 年 12 月当山まで入会のお誘いを戴き

ました当時会長　山上啓介様、松本範夫現会長様、
そして拙僧の推薦人の越野民男先生、故木嶋光仁
先生に感謝の誠を捧げます。

末筆ではありますが、金沢北ロータリークラブの
益々の発展と会員皆様の御健勝を願い、ご挨拶と
させていただきます。

ありがとうございました。　多謝不尽　
大本山總持寺　単頭寮にて

人の生
しょう

を受くるはかたく　やがて死すべきものの
いま生

い の ち
命あるはありがたし（法句経 182）

歌を忘れたカナリヤは・・矜持を忘れた人間は
会員　畠　善 昭

目に輝きを

坂村真民先生の「宇宙のまなざし」の詩の一節に書
かれているところを抜き出しました。
今一番
目の澄んでいるのは
明治大正昭和を
生き抜いてきた
おばあさんたちだ
こういう澄んだ深い目は
もう日本から消え去るだろう
悲しみに耐え
磨かれた目は
深海の真珠のように美しい
　先日、東京で地下鉄の階段を上がると何人か立っ
ていた。どうしたのだろうと思いながら歩道に出ると、
ポツリ、ポツリと雨が降っていました。
若者であればスマートフォンを取り出して、はやりのゲー
ムでもしたと思うが、私はそのようなことができるよう
な心の余裕もない、また、機械音痴で、しようとも思
わない。
雨が強くなり、雨が音を遮るのだろうか。テレビのボ
リュームを絞ったように、街の騒音が聞こえないくらい
の雨音になってきた。
観念したように、たまには何もせずにボーっとするのも
いいかと思いながら先ほど、書店で買った一冊を開き
ながら、道行く人々の表情を見て、この詩が頭をよぎり、
目が死んでいる今の日本人に「人に勝つより大切なこ
とがある・・・それは自分に負けないこと」と訴えたい
と思いました。

失われつつある日本の修身教育
　金沢北ロータリークラブでは 41 代会長 吉井 清氏
から42 代会長 辻 利陽氏、今の 43 代会長 松本 範
夫氏と、論語の素読が続いています。
今までの我々が忘れ去ってしまった事を、少しでも思い
だし後世に残したいものです。
「論語」は、人間が直面する様々な問題について弟
子が質問し、孔子がアドバイスすると言う箴言集でも
あります。
対話形式なので、人間的な親しみや温かみが感じられ
ます。
孔子の教えは、3 文字で集約できます。それは「仁」

「礼」「恕」ですが一番の基は、矢張り「仁」では

ないかと思います。
「仁」は、人に対する思いやりの心や博愛の精神です。
孔子の教えは沢山ありますが、最高の境地であると言
えるのがこの一文字であると言いきれます。
この「仁」の教えが、その後の儒教の根幹となりました。
儒教の教えは、いわゆる五常と言われ、仁をベース
に礼、義、智、信で構成されるものであります。
私の母親は大正生まれで、もの心がついた時から「物
貧しくても心豊かに」の精神を教えこまれました。
今の日本人に欠けていることは、相手を敬う心、日本人
しか持っていなかった恥の文化の消滅、思いやりの気持
ち、文明の発達に伴い失われたことを論語等を通じて学
び、繋ぐことを使命にしなければならない事だと思います。

身に付けたい男の教養（たしなみ）
　60 歳になったある時、会員諸兄ご存知で、一時期、
行動も共にした、月心寺住職の勝田さんに手紙を出さ
なければならないことがあり、「勝田さん、私もとうと
う今年 60 歳の還暦を迎えます。これからの人生を 自
分自身に納得のいく（こだわりの人生）を歩んで行き
たい」と余生に願いを込めた事を書きました。
勝田さん曰く、人生こだわって自分を律する必要もな
い。自然流が人間にとって一番あっているぞ。と返信
の手紙を頂いた記憶があります。
あるロータリアンに話をしたら、勝田流やと一蹴されま
した。笑
やがて 70 歳になる私ですが未だに「こだわりが良い
のか自然流が良いのか」凡人の私にとって結論は出
ていません。しかし私には、会社を 40 年間超守って
きた、社会観、企業観、社員観からくる企業哲学や
人生観があります。
自分の歩いてきた道には、自分だけの言葉もある。格
好よい男には、男の教養があると信じています。

「金持ちケンカせず」の格言もあります。
その意味するところは、冷静沈着に分析できる大人の
器があるからだと思います。
もっとスケールの大きい事で言えば、群れになって行
動せず、大樹の陰にならない矜持をもって包容力があっ
て小事に拘らず、自分の行動に責任とれる「男」こそ、
真に男のたしなみを身に付けてると思いますが？？？
これからも、ロータリーの会員諸兄から沢山の事を学
び続け、人間力に磨きをかける気構えで人生に挑戦し
たいものです。
最後までお読み頂きまして、有り難うございました。

金沢市少年柔道大会ご報告
会 員　玉 田　善 明（金沢市柔道協会会長）

金沢北ロータリークラブが誇る、青少年育成事業
の目玉事業であります金沢市少年柔道大会が、10
月 30 日（日）石川県立武道館にて開催されました。

前日には、この大会にも参加した、リオデジャ
ネイロオリンピック女子 57 キロ級で銅メダルを獲得
した、松本薫選手の祝賀会も開催されました。

幼児の部から小学校、中学校の男女２００名余の
選手が 3 面の競技会場に分かれて、団体戦と個
人戦に白熱の戦いを繰り広げました。

当クラブからは、松本会長初め佃さん、越田さん、
濱井さん、横井さん、卯野さんらが参加され、松本
会長のご挨拶を頂き、昨年度団体優勝の窪田柔道
倶楽部の梅野君の選手宣誓から、いよいよ試合が
開始されました。

小さな子供達が勝っても負けても一生懸命に戦
い、しっかりと挨拶をして道場から退場するは、礼
に始まり礼に終わる武道の精神を学んでいる証だ
と感心をしました。

小学校迄の柔道人口は多いのですが、指導者、柔
道場の設備等の問題で中学生らは急激に減少する事
が残念で、特に女子選手が急激に減少しています。

全国的にも石川県は少年柔道の活発な地域で、
今後とも松本薫選手の様な世界で活躍出来る柔道家
を輩出する可能性もあります。

我らが金沢北ロータリークラブも、故 木島先生よ
り残された、この少年柔道大会を通して、今後とも
出来る限りの青少年育成事業に取組んで参りたい
ものです。


