
３．来訪者（敬称略）
金沢西ＲＣ　　辻　　卓　　坂本藩應

４．幹事報告
・９月７日（木）ガバナー補佐訪問例会

５．ニコニコボックス
佐賀君、屶網君

本日の講師、末正先生のお話を楽しみにしています。
合計 4,000 円（累計 69,000 円）

■ 8 月クラブ日誌
●  3  日（木） 納涼夏祭り　　　　　　　　　　　　　　　松魚亭にて
● 24 日（木） 8 月定例理事会　　　　　　　　　　　  松魚亭にて

第2072 回 例会　ガバナー補佐訪問
9 月 7 日（木）雨／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
石川第一分区Ｂ　ガバナー補佐　
西野裕一　君

「補佐訪問にあたり」
２．出　欠

出席　29 名　　欠席　20 名
出席率　65.91%

３．皆出席顕彰（敬称略）
４５ヵ年　　大村精二
４１ヵ年　　木下和吉

４．幹事報告
　・例会終了後に、ガバナー補佐とのクラブ協議会開催
５．お誕生日祝い（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．ご結婚記念日祝（敬称略）
１５日　森　大

７．ニコニコボックス
ガバナー補佐　西野裕一君

ガバナー補佐訪問に参りました。
佐賀君　西野ガバナー補佐、ご訪問有難うございます。お話を楽し

みにしております。
吉井君　西野ガバナー補佐、ご訪問有難うございます。
大村君　45 ヵ年皆出席顕彰と、86 歳の誕生月を迎えて。有難うござ

います。
木下君　41 ヵ年皆出席顕彰を受けて。健康に感謝します。
森　君　今月は結婚記月です。有難うございました。

　合計 14,000 円（累計 83,000 円）

第2073 回 例会
9 月 14 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
更生保護法人　徳風苑　施設長
施設長　円山正三　氏

「更生保護施設について」
２．出　欠

出　席　31 名　　欠　席　18 名
出席率　65.96%　　ビジター　6 名

３．来訪者（敬称略）
香林坊ＲＣ　　野村幸宏　　戸上浩一
　　　　　　　福岡貴之　　別所孝洋
　　　　　　　竹田昌生　　前野恒久

４．幹事報告
・例会終了後、９月定例理事会を開催します。

５．ニコニコボックス
香林坊ＲＣメーキャップの方々

金沢北ＲＣの皆様。金沢香林坊ＲＣ創立３０周年記念事業Ｐ
Ｒに例会の貴重な時間を頂きまして、大変有難うございます。
ぜひ、多数の皆様のご来場を、お待ちしております。

佐賀君、屶網君
円山先生のお話を楽しみにしています。

 屶網君　９月１２日、四人目の子供が産まれました。男の子が三人と
なりました。「アベノミクス」三本の矢ではなく、「毛利元就」
の三本の矢のように強く育ってほしいです。

合計 25,000 円（累計 108,000 円）

理事会報告  
9 月 14 日（木）／ 出席者　11 名

◆ 審議事項
　①第４８回金沢市少年柔道大会の件
　②日本伝統工芸展鑑賞例会の件

本年も、魚住会員より入場券のご寄付を頂けることになりました。
　③その他
◆報告事項
　・中浦会員お見舞金の件（10,000 円）
　・屶網会員第四子誕生祝金の件（5,000 円）

※いずれも内規による

第2074 回 例会　ガバナー公式訪問
9 月 21 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
第 2610 地区ガバナー　下口幸雄　君

「クラブのカラーを出そう」
２．出　欠

出　席　32 名　　欠　席　17 名
出席率　72.73%　　ビジター　4 名

３．来訪者（敬称略）
加　賀ＲＣ　　下口幸雄　　小新吉彦
金沢西ＲＣ　　澤田幸壮
みなとＲＣ　　西野裕一

４．ニコニコボックス
下口幸雄ガバナー

公式訪問に参りました。宜しくお願い申し上げます。
小新吉彦地区筆頭副幹事　

公式訪問に同行させて頂きました。本日は、宜しくお願い
致します。

西野裕一ガバナー補佐
ガバナーと同行いたしました。金沢北ＲＣの発展を願って。

佐賀君　下口ガバナー、小新地区筆頭副幹事、西野ガバナー補佐を
お迎えして。ガバナーのお話を楽しみにしています。

魚住君　伊勢神宮大宮司様より、感謝状を頂きました。
合計 13,000 円（累計 121,000 円）

■ 9 月クラブ日誌
●   7 日（木） ガバナー補佐訪問

クラブ協議会　　　　　　　　　　　　　　松魚亭にて
● 14 日（木） 9 月定例理事会　　　　　　　　　　　  松魚亭にて

■ 講話予定
● 11 月   9 日（木）会員　渡邊尚孝君
● 11 月 16 日（木）土地家屋調査士  吉村和正氏「土地家屋調査士の仕事」
● 11 月 23 日（木）祝日のため休会
● 11 月 30 日（木）地区職業奉仕副委員長　林清滋君（富山みらいＲＣ）
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「浅野川暮色」

十一月の論語

「兼六園・山崎山」

子曰く、
由
ゆう

よ、女
なんじ

に之を知るを誨
おし

えんか。
之を知るは　之を知ると為し、
知らざるは　知らずと為す、
是
こ

れ知るなり。

●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

ハネムーンでバリ島へ行ってきました
会員　中川　茂樹

　9 月 17 日より 6 日間、ハネムーン
でインドネシアのバリ島へ行ってきま
した。金沢北ロータリークラブの例会
を休んだのは、これで 2 回目になり
ます。ちょうど台風が日本列島を直撃
する模様で、関空からの飛行機が飛ぶ
のかどうか心配しましたが、無事に出
発できました。
　バリ島初日は、まず象に乗りに行き
ました。象の寿命は人間と同じぐらい
長く、70 歳ぐらいだそうです。身体
が大きいので、かなり威圧感がありま
したが、良く調教されていて、妻の落
としたサングラスを器用に鼻で拾って
くれました。

　また、インドネシアはイスラム教徒
が一番多く、キリスト教、ヒンズー教
など様々な宗教が信仰されています。
バリ島では、ヒンズー教徒が一番の多
いとのことでした。ヒンズー教の寺院
は少し不気味で、凶暴そうな狛犬のよ
うな石像がたくさん並んでいました。
また、寺院に入るためには派手なス
カートのようなものを穿かないと入れ
てもらえないとのことで、僕も例外な
く穿かされました。さらに女性につい

ては生理中だと寺院に入れないとのこ
とでした。
　メインイベントは結婚式。今回は僕
の父が手術直後ということもあり、二
人だけの式となりました。前日のリ
ハーサルから、妻の円華（まどか）が
号泣。本番でメイクが落ちると大変だ
と、本番では
メイクさんが
横で付きっき
りでフォロー
してくれまし
た。 南 国 で、
真っ白な砂浜
の横にたたず
むチャペルで
の式。招待客
が い な い ぶ
ん、逆に感慨
深い式になり
ました。ただ、キレイなタキシードに
追いつかない体型が気になりました
が・・・
　何はともあれ、滞りなく、楽しんで
帰ってくることが出来ました。今後と
も新婚の二人にご指導よろしくお願い
いたします。

　１日目は草津温泉でゆっくりと温泉に浸
かり体を癒し、２日目は避暑地で名高い軽
井沢を自由散策した後、今回のメインであ
る日光東照宮を見学した。先ず、目に付い
たのは陽明門の豪壮さであり、その彫刻の
豪華さに目を見張り、建物の中の鳴き龍で
は、拍子木による鳴き龍の共鳴音の素晴ら
しさに驚かさせられた。また、見ざる、聞
かざる、言わざるの三匹の猿の仕草に思わ
ず微笑み、眠り猫の可愛さには、流石左甚
五郎名人の作と感心した。

　３日目は華厳の滝、中禅寺湖、吹割の
滝を見学し帰途についたが、吹割の滝を
見学するために、１５０段の階段を上が
り下がりして歩かされたことで、帰宅し
た翌日にはふくらはぎが痛み出し、これ
も歳による足の衰えかと痛感せざるを得
なかった。

　毎年、秋には海外旅行を楽しんでいた
が、今年は趣向を変えて国内旅行をと考
えていたところ、新聞記事で日光東照宮
の大修理が完成したことを知った。記事
によれば、日光東照宮のシンボルである

「陽明門」が平成の大修理で約 40 年の歳
月をかけ、大勢の専門技術者によって江
戸時代から受け継がれる伝統技術を駆使
し、全面に施された５００体を超える極
彩色の彫刻や純白の瑚粉塗りの柱、黒塗
りの屋根など世界に誇る社寺建築を蘇ら
せたことが書かれており、これは是非と
も見学したいと思い、日光東照宮を見学
する旅行に参加することとした。

第2070 回 例会
8 月 24 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話　　
ＮＰＯ法人　シェきらり
理事　新谷愛子　氏

「ＮＰＯ法人シェきらりの活動」
２．出　欠

出　席　32 名　　欠　席　17 名
出席率　72.73%

３．幹事報告
・9 月 7 日（木）ガバナー補佐訪問、９月 21 日（木）ガバナー公式訪問

４．ニコニコボックス
佐賀君、中浦君

本日の講師、新谷愛子様のお話を楽しみにしています。
夏祭り、有難うございました。皆様のお陰様で、楽しいも
のになりました。

屶網君　新谷理事、名古屋からお越し頂き、有難うございます。お話、
楽しみにしています。

　　合計 4,000 円（累計 65,000 円）

理事会報告  
8 月 24 日（木）／ 出席者　15 名

◆ 審議事項
①夏祭り決算報告　　承認
②その他

◆ 報告事項
①１０月１９日（木）百万石ＲＣ合同夜間例会

会場は、金沢東急ホテルに変更
②中浦幹事、健康上の都合により１１月中旬過ぎまで休会。

第2071 回 例会
8 月 31 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
末正社会保険労務士事務所
所長　末正哲朗　氏

「長時間労働とパワハラの企業対応」
２．出　欠

出　席　32 名　　欠　席　17 名
出席率　72.73%　　ビジター　2 名

「日光東照宮 陽明門 草津・鬼怒川温泉と華厳の滝・中禅寺湖３日間」の旅に参加して
会員　的場　晴次


