
第2065 回 例会
7 月 6 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．ご挨拶
佐賀会長、中浦幹事

２．出　欠
出　席　33 名　　欠　席　16 名
出席率　73.33%　　ビジター　3 名

３．来訪者（敬称略）
金沢東ＲＣ　　松田成利
金沢西ＲＣ　　澤田幸壮
金沢南ＲＣ　　水野義男

４．幹事報告
・第 43 代会長（松本君）・幹事（中川君）顕彰
・新会員　小嶋修一君、渡邊尚孝君のご紹介
・京都洛北・相模原南ＲＣより新年度にあたり祝電拝受

５．皆出席顕彰（敬称略）
30 ヶ年　　辻　利陽
13 ヶ年　　中村芳明

　9 ヶ年　　中川茂樹　　
　5 ヶ年　　松田光代
　4 ヶ年　　中浦洋昭、向峠仁志
　3 ヶ年　　本田正敏

６．お誕生日祝い（敬称略）
　3 日　　　辻　利陽
　5 日　　　安宅雅夫
29 日　　　本岡三千郎、小々高利昭

７．ご結婚記念日祝い ( 敬称略 )
6 日　佐賀　務
8 日　渡邊尚孝

８．ニコニコボックス
佐賀君、中浦君

新年度が始まります。皆様のご協力よろしくお願い申し上
げます。また、新会員、小嶋修一さん、渡邊尚孝さんをお
迎えして。ロータリーを楽しみましょう。

畠君、松本君
小嶋修一会員の入会を祝して。

吉井君　佐賀年度のスタートを祝します。渡邊尚孝さんを会員とし
てお迎えしました。また、ガバナー補佐の任期を無事終了
いたしました。ご推挙いただき、温かいご支援を頂きました。
お陰様で地区内に多くの新しい友人とより深い友情を勝ち
得ました。有難う、深く感謝申し上げます。

小嶋君　はじめまして。仲間に入りました。宜しくお願い致します。
渡邊君　この度、金沢北ＲＣへ入会させて頂きました。宜しくお願い致します。
大村君　松本前会長、中川前幹事、お疲れ様でした。佐賀会長、中浦

幹事、お世話になります。
畠君　　佐賀会長、一年間お世話になります。
卯野君、中村（實）君

松本前会長、中川前幹事、一年間ご苦労様でした。佐賀、
中浦丸の航海安全と、ご活躍を祈願いたします。

屶網君　松本さん、中川さん、一年間ご苦労様でした。佐賀会長、
中浦幹事、企画委員長としてご迷惑をおかけすると思いま
すが、一年間宜しくお願い致します。小嶋会員、ずっと入
会をお待ちしていました。

中村（芳）君
13 ヵ年皆出席顕彰を頂きました。有難うございました。

中川君　皆様のおかげで、9 ヵ年皆出席することができました。有難
うございました。

向峠君　4 カ年皆出席顕彰を受けて。有難うございます。
本田君　3 カ年皆出席顕彰を頂きました。有難うございます。

本岡君　お誕生祝を頂きました、有難うございます。
中浦君　前年度のゴルフで、松本会長杯を頂きました。有難うございました。
大場君　路線価の話で、マスコミをお騒がせしました。
松田君　一年間、例会の司会、頑張らせて頂きます。また、5 ヵ年の

皆出席顕彰を受けました。
　　合計 35,000 円

第2066 回 例会
7 月 13 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．各統括委員長ご挨拶
奉仕プロジェクト委員会　　越田和好君
会員開発委員会　　　　　　玉田善明君
クラブ管理運営員会　　　　畠　善昭君
クラブ広報委員会　　　　　中村實博君

２．出　欠
出　席　31 名　　欠　席　18 名
出席率　65.96%　　ビジター　1 名

３．来訪者（敬称略）
金沢西ＲＣ　　澤田幸壮

４．幹事報告
・例会終了後、理事会を開催します。

５．ニコニコボックス
佐賀君、中浦君

各統括委員長、一年間宜しくお願いします。
辻君　　「光陰矢の如し」と言いますが、今月 30 ヵ年の顕彰を受け

ました。有難うございました。
合計 7,000 円（累計 42,000 円）

理事会報告  
7 月 13 日（木）／ 出席者　17 名

◆ 審議事項
　①軽井沢親睦旅行決算報告　　承認
　② 10 月夜間例会の件

10 月 19 日（木）ホテル日航金沢において、19 時より金沢
百万石 RC との合同例会

　③金沢 8RC 新年合同例会の件
平成 30 年 1 月 11 日（木）ホテル日航金沢において

　④金沢百万石 RC 創立 20 周年例会の件
4 月 21 日（土）ホテル日航金沢において

　⑤その他
◆協議事項

・納涼夏祭り（8 月 3 日）の件
◆報告事項

・第２６１０地区大会の件
　　10 月 27 日（金）ゴルフ大会開催（各クラブ先着 8 名）

■ 講話予定
● ８月 31 日（木）社会保険労務士　末正哲朗氏

「長時間労働とパワハラの企業対応」
● ９月   7 日（木）西野裕一ガバナー補佐「補佐訪問にあたり」
● ９月 14 日（木）更生保護法人　徳風苑施設長　円山正三氏

「更生保護施設について」
● ９月 21 日（木）下口幸雄ガバナー公式訪問
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「浅野川暮色」

八月の論語

「兼六園・新緑のことじ灯籠」
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●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／佐賀　務 ●会長エレクト／内堀　茂 ●副会長／中村 芳明
●幹事／中浦 洋昭 ●副幹事／向峠 仁志 ●会場監督／松田 光代 ●会計／中川 茂樹
●クラブ会報委員長／大場 修



　
2017 〜 2018 年度　国際ロータリーテーマ 2017 〜 2018 年度　金沢北ロータリークラブテーマ

ロータリー：変化をもたらす ROTARY：MAKING A DIFFERENCE ロータリーで自己実現RI 会長　イアン H.S. ライズリー 会長　佐賀　務

―　納涼例会（夏祭り）のご報告　―
親睦委員長　山上　公介

金沢北 RC 軽井沢親睦旅行〜東京小石川 RC 友好訪問〜
会長　佐賀　務

＜近年最多の参加人数＞
　昨年好評だった「夏祭り」スタイルで今年も行いま
した。参加人数は総勢８０人、近年では記憶にない程
多くの皆様にご参加いただきました。盛況裏に終わっ
たことを、まずご報告させていただきます。

＜会長挨拶、会員増強への思い＞
　参加したお子様等、親族の数は４０名余。開会・閉
会のご挨拶で佐賀会長、内堀会長エレクトより、将来
のロータリアン候補が一同に会したことで、会員増強
への大きな期待を寄せておりました。

＜屋台あれこれ＞
（か き 氷）　
　松魚亭特製「白玉ぜんざい入り練乳がけ」が大好評。
提供する中浦さんがドヤ顔しきり。

（パットゴルフ）　
　山あり谷ありの難解なグリーンに、子供達は四苦八苦、
見かねて幼い子供らに ｢ＯＫパット｣ の位置での試打を
認めた岡田さんの株は、親御さん達に急上昇した模様。

（ヨーヨー釣り） 
　準備段階でトラブル発生、水入りヨーヨーの作り方
が分からず、説明書とにらめっこ。松魚亭の若いスタッフ
２名に手伝ってもらい、なんとか「営業」にこぎつけ
ました。

＜フラダンスショー＞
　大人・子供あわせて１５人がフラダンスを披露。
気分は一気にトロピカル。会場は南国ムードに包まれ
ました。子供たちの愛らしい踊りに、ご婦人方から笑み
がこぼれ、大人の艶やかな踊りには、男性会員の目じり
が下がりっぱなしだったかも。

　2008 − 2009 年度磯野洋明会長の時代に、東京小石
川 RC の曽我会長が、当北 RC の「ロータリーの理念
に対する態度」に共鳴され、友好クラブの提携に至った。
安宅さん、松本さんらゴルフ同好会の交流を中心に、
あまり肩の凝らない形での友好関係を継続してきた。
会長エレクトの佐賀は、次年度の親睦旅行として、
ゴルフ組には小石川 RC と軽井沢での合同ゴルフ、
観光組には軽井沢周辺の観光地を組み合わせ、小石
川 RC 友好訪問兼親睦旅行という一石二鳥の計画を立
てた。当北 RC は安宅さんを窓口に交渉をお願いした
ところ、小石川 RC は山﨑光信氏を窓口に快く承諾さ
れた。ゴルフ場のみならず、宿泊場所、懇親会場の選定
までお世話頂いた。ただ小石川 RC の須江現会長は、相
互訪問の関係で、是非今年度に実施したいとの意向を
示され、今季末の 6 月 8・10 日実施となった。本来は
次年度予定の事業なので、北 RC 次年度理事会にはかり、
予算の執行を次年度にするなどの条件で承認された。
いわゆる「大幅な柔軟性」を取り入れ、実現に至った。
総勢 15 名の参加者となった。
　さて 6 月 8 日、北崎バスの新しい中型車は快適な乗り
心地。金沢駅を経由し、PM1:30 −松魚亭を出発。北陸
道に乗り小諸 IC で降りた。PM6:30 光州苑軽井沢本店
に到着。夕食は本場韓国風の焼肉。店員も韓国人が多かっ
た。大きな骨付きカルビが名物。はさみで切って食べる。
皆さん満腹で全部は食べきれないほど。大変盛り上がり、
大浅間ロッジについたのは PM9:30 分。玄関はもう閉じ
ていて、守衛さんが手続きを代行された。部屋は 2011
年リニューアルされたそうで、なかなか良かった。
　6 月 9 日、AM7:00 大浅間ゴルフ場が見えるレスト
ランで朝定食。ゴルフ組は北RC11名、小石川RC13名。
本年度会長挨拶後、AM8:03 にスタート。高原リゾー
トコースと呼ばれるなだらかな傾斜、直線的で長め（総
距離 6200Y）のコース。5 人乗りカートはあるが、カー
ト道のみ使用のためか、ラフは痛みが無く、深くしっ
かり芝が立っていて手強い。グリーンは、巡目、逆目
の違いが際立っていて（山から下る方向が巡目）、球の
転がりが極端に違う。パットで苦労した。途中、浅間
山に向かって打つコースもあり気持ちよかった。
PM2:00 前後ラウンド終了。
　観光組は北崎さんも入り 4 名。AM9:00 出発。富岡
IC で降り、9:30 世界遺産富岡製糸工場に着く。ガイ
ド付きで見学。入口の煉瓦アーチには要石が挟まれ、
明治五年と設立年が刻まれていて歴史の古さを示す。
フランスからの技師を招き、絹織物の機械を輸入し近
代化に努めた。建物の屋根は小屋組みのトラス ( 三角 )
構造でできており、風通しもよく、耐震性も高かった。
公営の絹織物工場なので、働いた女工の待遇や健康
状態は良く、岡崎の綿織物で女工哀史として知られ
る環境とは全く異なっていた。AM11:40 美しい庭園
を持つ日本料理ときわ荘で「こんにゃく会席」を賞味。
ヘルシーで好評であった。その後草津温泉の予定を変
更し、PM2:00 軽井沢千住博美術館を見学。水墨画の
様な滝で知られる作品に、斬新な建物 , 周囲のカラー

　最後に、フラダンス体験ということで観客と一緒に踊り
フラダンスの楽しさを体感させて頂きました。紹介して
頂いた屶網会員の奥様に感謝します。

＜宝探し＞
　会場内に隠した５つの宝を子供達が「手がかり」を
もとに見つけてもらうという趣向。佐賀会長の要望で、
字の読めない幼児も年長の子供とペアを組んで全員参加
となりました。ゲームのクライマックスでは、宝を隠し
(?)持っているのが５人のロータリアンであることが判明。
子供達がその５人を壇上にひっぱり出し「対決」して
もらうことになります。世代を超えたコミュニケーション
で楽しいひとときを過ごすことができました。

―　宝のありかを示す「手がかり」( 例 )　―
　① きみはもう聞いたかな、ここでしか聞けないあの音を
　② もっともっと大きくなあれ、あま〜い雲さんよ
　③ 土と木と花のハーモニー

―　宝を隠し持つ５人への子供達の
　　　　　　　　　勇気ある (!?) 問いかけ ( 例 )　―
　　　　　
　ⓐ ｢片町に行くと一番モテる｣ というのはあなたですか？
　ⓑ ｢年齢不詳の美魔女｣ というのはあなたですか？
　Ⓒ ｢北ロータリーで一番ダンディなおじ様｣
　　　　　　　　　　　   というのはあなたですか？

＜雑感＞　―　会員の高齢化も悪くない！　―
　金沢北ＲＣ会員の、高齢化を危ぶむ声があります。
組織がマンネリ化、硬直化して活力が失われる ( 云々 )
というもの。しかし今回の納涼例会では、高齢化は悪
い面ばかりではないことを気付かせてくれます。確かに
会員は毎年、年を取る。一方で、息子・娘世代も成長し
大人となり結婚、孫も生まれる。結果的に、親・子・孫
三代の交流会を催す事ができる。昨今、他の団体でこ
のような家族会を開くということを聞いたことがない。
その意味で、当ロータリークラブは稀有な会であります。
金沢北ＲＣのアットホームな雰囲気の良さ、絆の深さ
を実感した 1 日でもありました。

リーフガーデンが一体となり、素晴らしい空間を作り
出していた。PM3:30 大浅間ゴルフ場到着。懇親会に
は時間があるため、全員で軽井沢のメインストリート
でお土産を楽しむ。腸詰屋の肉、チーズ、スイーツが人気。
PM6:00 より「無限」（こじんまりしたフレンチ料理店）
で合同懇親会。まずはゴルフの成績発表。小石川 RC の
皆さんは、ご高齢者が多いにもかかわらず大変うまい。
大浅間 GC の会員権をもつ人が数人いるとかで当然か。
ダブルペリア方式での上位 5 人の団体戦は、微差なが
ら北 RC が小石川 RC を上回り勝利。久しぶりのこと
らしく、松本さんら歴史を知る人達の喜びは大変なも
のだった。お互いの親睦と友好の深まりを感じたひと
時だった。中川夫妻はここで帰宅。北 RC からは佃煮、
小石川 RC からはジャムの詰合せがお土産交換となっ
た。PM9:30 ホテル到着。
　6 月 10 日。AM6:30 よりバイキングの朝食。ゴルフ
組は旧軽井沢ゴルフクラブへいざ出陣。AM8:00 着。
北 RC は 9 人、小石川は 11 人。名門の名に相応しく静
かな受付。コースマップの解説書があり便利。パットグ
リーンでは皆さんが練習。傾斜が複雑でグリーンの速さ
がまた違う。コースは手入れが行き届いていて、庭園の
様な趣。狭くて短いが、高低差がとてもある。総距離
は 5500Y だが 1000m 近い高地での距離。イン、アウ
トとも 6 ホールしかないので、あと 6 ホールは同じと
ころを回る。今回団体戦はなく、個人順位のみで競う。
9:00 スタート。このゴルフ場はキャディーさんが、バッ
ク専用の手押し電動カートを使用。したがって競技者は
すべて歩く（特例的に 2 人乗りカートもある）。カートは
フェアウェイも入れる。このような努力が芝を痛めない
理由なのだろう。きつい高低差でベテランはバテ気味。
12 ホールで昼休み。PM2:00 前後に終了。簡単な軽食後、
成績発表。個人戦ではやはり小石川 RC が強い。3 位ま
でを独占する結果となった。安宅さんがこの名門クラブ
の支配人と面識があり、いろいろと気配りして頂いた。
　観光組は信州の鎌倉とよばれる別所温泉を見学。北
向観音堂、そして安楽寺を参拝。昼には佐久の鯉料理
に 挑 戦。 残 念 な が ら あ ま り 好 評 で は な か っ た。
PM2:00 に旧三笠ホテルを見学。明治 38 年に竣工。
当時、米国で学んだ岡田時太郎が設計。すべて日本人
の手による木造純西洋建築ホテルである。電灯による
シャンデリア照明、英国タイルでの水洗便所、英国製
カーペットなど当時の最先端、最高級の設備が整えら
れ、その後著名な政財界人が滞在したことで有名。因
みに、三笠宮殿下とは、何の関係もなく、三笠は地
域の名称である。最後に軽井沢絵本の森美術館に寄
る。小石川 RC の女性会員が、そこで輸入絵本のコー
ナーを開いており、孫の土産に何冊か購入。
　PM3:30 にバスは旧軽井沢ゴルフクラブに到着。小石川
RC のメンバーに見送られ、無事帰途についた。夕食とし
て、松代 PA で「峠の釜飯」を積み込む。梅雨時なので、
帰りのバスは雨に祟れたが、行事中は天候に恵まれ、楽
しい親睦・友好訪問ができた。幹事として終始旅行の
世話された中浦さんご苦労様でした。

(答) ①ドラ ②綿あめ ③花ビン　

ⓐ N 会員 ⓑＡ会員夫人 ⒸＯ会員

（ⓐⓑⒸはあくまで私の主観による、念の為）


