
第2075 回 例会
9 月 28 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
金沢大学理工研究域　自然システム学系
教授　平松良浩　氏

「石川県の地震～森本・富樫断層帯を中心に～」
２．出　欠

出　席　32 名　　欠　席　17 名
出席率　72.73%

３．幹事報告
・屶網会員に、第四子誕生祝を贈呈

４．ニコニコボックス
佐賀君　平松良浩教授をお招きして。石川県の地震について、お話

をお聞きします事、楽しみにしています。
屶網君　平松教授をお迎えして。お話を楽しみにしています。

合計 4,000 円（累計 125,000 円）

第2076 回 例会 創立 44 周年例会
10 月 5 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
元米山奨学生　イン・マンリン　氏

「起業の道に歩む　私の思考」
２．出　欠

出席　30 名　　欠席　19 名
出席率　68.19%

３．幹事報告
・佐賀会員に、マルチプル・ポールハリスフェローバッチ贈呈

４．お誕生日祝い（敬称略）
３日　玉田　善明　　　　　　　８日　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　　昇

５．ご結婚記念日祝（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、小嶋　修一　　　　　　　２７日　安宅　雅夫

６．ニコニコボックス
佐賀君　今月、金沢北ＲＣ創立４４周年を迎えました。来年は４５

周年になります。元米山奨学生の、イン・マンリンさんを
お迎えしお話を楽しみにしています。

屶網君　イン・マンリンさん、お帰りなさい。お話楽しみにしています。
また、誕生日プレゼント有難うございました。

吉井君　講師に、イン・マンリンさんをお迎えして。
木村（康）君
　　　　中小企業診断士の資格を取り、半年ぶりに戻ってきました。

今後とも、宜しくお願い致します。
　合計 9,000 円（累計 134,000 円）

第2077 回 例会
10 月 12 日（木）雨／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
浅野川総合病院　管理栄養士　
西田雅美　氏　「アンチエイジングと食事」

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

３．来訪者（敬称略）
金沢南ＲＣ　水野義男
香林坊ＲＣ　小幡謙二

４．幹事報告
・例会終了後、１０月定例理事会を開催

５．ニコニコボックス
佐賀君　西田雅美氏をお迎えして。「アンチエイジングと食事」のお

話を楽しみにしています。
 屶網君　講師に西田氏をお迎えして。お話を楽しみにしています。

合計 4,000 円（累計 138,000 円）

理事会報告  
10 月 12 日（木）／ 出席者　10 名

◆ 審議事項
　①ポリオ撲滅のためのニコＢＯＸの件

1 人当たり 1,000 円（後期の請求書にて徴収いたします）
　②その他
◆報告事項
　・中浦幹事、11 月中旬より復帰の予定

第2078 回 例会 金沢百万石ＲＣ合同お月見夜間例会 
10 月 19 日（木）晴れ／ 19：00 〜 21：00［東急ホテル］

１．点　鐘
ピアノ演奏　　　　　　　　　　上杉兼さん、杉原しおりさん
ロータリーソング「奉仕の理想」
四つのテスト
金沢百万石ＲＣ会長ご挨拶　　　上杉会員
金沢北ＲＣ会長ご挨拶　　　　　佐賀会員
幹事報告・委員会報告
ニコニコボックス披露
乾　杯　　　　　　　　　　　　内堀会員
閉会の挨拶　　　　　　　　　　金沢百万石ＲＣ武藤会長エレクト
ロータリーソング「手に手つないで」
点　鐘

２．出　欠
出　席　16 名　　欠　席　33 名
出席率　36.37%　　ご夫人　4 名

第2079 回 例会 日本伝統工芸展鑑賞
11 月 2 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：00［松魚亭］

１．日本伝統工芸展鑑賞
２．出　欠

出席　28 名　　欠席　21 名　出席率　　63.63%
３．幹事報告

・金沢市柔道協会へ、第４８回金沢市少年柔道大会賞典費を贈呈
４．お誕生日祝い（敬称略）

７日　魚住　安彦　　７日　的場　晴次　１８日　中浦　洋昭
５．ご結婚記念日祝（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　１３日　辻　　利陽

６．ニコニコボックス
玉田君、本田君　金沢市少年柔道大会においては、クラブ及び会員

の皆様のご協賛に感謝申し上げます。有難うございます。
大村君　地区大会で、長寿ロータリアンの顕彰を受けました。
的場君　７０歳の古稀を迎えました。「古稀」の謂れは、唐の詩人・杜甫の詩

曲江（きょっこう）の「酒債は尋常に行くところに有り、人生七十
古来稀なり」からとったとの事ですが、唐の時代で七十歳が長生き
だったとすれば、平成の時代は、百五十歳を目指そうと思います。

水巻君　一泊二プレイのゴルフ大会、一日目ブービーメーカ、二日目優勝。
まさに、地獄と天国を味わいました。

山上君　金沢マラソン、完走しました。5 時間 42 分、もうクタクタでした。
丹羽君　金沢マラソン完走しました。6 時間 58 分のギリギリでした。
渡邊君　初孫が産まれました。これから、おじいちゃんの仲間入りです。

宜しくお願い致します。
合計 17,000 円（累計 218,000 円）
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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

第４８回金沢市少年柔道大会
青少年奉仕委員長　本田　正敏

　１１月５日（日）恒例の金沢市少年柔道大
会が、石川県立武道館にて開催されました。
この行事は、金沢北ロータリークラブが発足
当初より取り組んできた、青少年育成奉仕の
重要事業であると伝え聞いております。今年
は少年柔道国際交流の一環として、韓国全州
市（Jeonjyu）柔道会が選手２１名、役員指
導者及び通訳１１名が来日しており、親善試
合も執り行われました。
　わが金沢北ロータリークラブからは、佐賀
会長、内堀会長エレクト、中村（芳）副会長、
玉田金沢市少年柔道大会会長、越田さん、松
田さん、向峠さんが参加されました。開会式
では玉田善明 大会長の開会挨拶に続いて、来
賓祝辞として、イ・ヨンソブ 韓国全州市柔道
會会長、佐賀勉 金沢北ロータリークラブ会長、
高井良直 石川護国神社宮司さんから挨拶をい
ただきました。続いて、窪田柔道クラブの小

学生 加藤暁さんと
中学生 辻ななるさ
んが、日本語と韓
国語を交えて、元
気に選手宣誓を行
い ま し た。 途 中、
山野之義　金沢市

　11 月 2 日（木）恒例となっております「日
本伝統工芸展」の見学に、石川県立美術館へ向
かいました。職業奉仕委員会の事業として、も
う何年も継続しています。例会の食事を済ませ
てから松魚亭のマイクロバスにて美術館へ。
　当日は例会自体の出席者数もなぜか少な
かったので、それに比例して見学者も多くなく、
こじんまりと纏まっての出発となりました。
　到着して最初に、陶芸・木工・竹工の展示
室へ。2 室目、金工と蒔絵の展示室に入ると、
ちょうど魚住会員が研修者に対し列品解説を
されているところでした。我々もその熱の
入った解説に耳を傾け、大変参考になりました。

作品は陶芸、木工、竹工、蒔絵、金工、染色、
人形など広い分野に渡り陳列されており、見
ごたえのあるものでした。
　出席者は佐賀会長をはじめ内堀、寺岡、中
村（實）、本田、松田、的場、水巻、各会員
そして添乗員として私　越田の 9 名でした。
　末筆になりましたが、入場券をご提供いた
だきました魚住会員に感謝申し上げます。
　最後にせっかく記念撮影をしたのに、わた
しの携帯が悪さをしてピンボケになり、紙面
に掲載できませんことを出席者の皆様にお詫
びします。

長も応援に参加して、「勝ち負けを大切にし
ながらも、友好を深めてほしい」と激励しま
した。
　先に、全州市・金沢市親
善試合が２０試合行われ、
その後、幼児の部、小学生
の部、中学生の部に分かれ
て、男女２４０名余りが、
気合の入った熱戦を繰り広
げました。
　閉会式では、小学生のみの団体戦、小中学
生の個人戦それぞれの表彰が行われました。
最後に、西恒成 名誉大会長が「日本と韓国
の柔道のやり方は、少し違っていますが、お
互いに研鑽して、切磋琢磨してほしい。」と
総括して、閉会の挨拶をいただきました。
　元気いっぱいの子供たちの活躍は、我々の
世代にも活気を与えてくれることを改めて、
教えていただいた一日でした。

日本伝統工芸展鑑賞
職業奉仕委員長　越田　和好

RI 2016 地区　2017-2018 年度　地区大会報告
金沢北RC会長　佐賀　務

　2017 年 10 月 28・29 日（土・日）に
加賀市文化会館を会場とし、加賀 RC をホ
ストクラブとして「地区大会」が開かれま
した。地区ガバナーである下口幸雄氏の

「メッセージ」は「クラブのカラーを出そう」
です。これに従い、2610地区64ロータリー
の特徴を、各ロータリー、スライド 1 枚と
写真 1-2 枚で表現しました。当クラブは「老
舗と人間国宝の会員が多く、伝統的茶屋街
のある地区」と表現し、点鐘に使う「銅鑼」
を写真表示しました。

　1 日目の指導者育成セミナーでは、北陸
先端科学技術大学院大学の浅野哲夫学長の

「変化の激しい現代を生き抜く「知的にた
くましい」学生とは」と題した講演があり
ました。大学院だけの大学という特徴があ
り、外国（主として東南アジア）の留学生
が 4 割で、他にも社会人を経験した人たち
が再度勉強するなど、学生の人種、年令が
多様です。ほとんどの学生が周りに遊ぶと
ころのない寄宿舎生活で、研究に没頭でき
るのを強みと宣伝しています。会話は英語
を基本としたアクティブ・ラーニング＝グ
ループ・ディスカッションですので、「知
的にたくましい」学生が育つとのことでし
た。IR 会長代理は 4 月の地区研修でも講
演された、前橋 RC の本田博己氏が再度呼
ばれました。内容は①クラブの現状把握、
②夢のある将来像を描く、③会員満足度ア
ンケートを毎年実施、④年度を超えた事業、
が大事とのことでした。本田氏は、日本で
の RLI の第一人者といえます。

　2 日目のオープニング・アトラクション
は「大田楽」でした。山代温泉開湯 1300
年を機に、昔の田楽を現代風にアレンジし
創造したものです。大変見栄えが良かった
とおもいます。記念講演は、南蔵院第 23
世住職、林覚乗氏の「心ゆたかに生きる」
でした。JAL、警察などで新人教育にも呼
ばれるそうですが、「心が豊かでないと、
心豊かなサービスはできない」ことを強調
され、人間関係、例えば夫婦でも、相手を
変えようとするのではなく、相手が自分を
選んでくれたことに対する感謝の気持ちが
大切、と話されました。話は落語のような
調子で面白く、最後はほろっとさせられる
落ちでした。なかなか文章では表現できま
せん。また 1995 年頃米山奨学資金をうけ
た、タイのテムラック・チャオさんが、近
況報告され、タイ日本人材育成協会の会長
となり、柳川高等学校付属タイ中学を開設
し、活躍されている話は、国と国の懸け橋
そのもので感動的でした。当ロータリーか
らは、85-90 才の長寿ロータリアンとして
大村精二さん、在籍 40 年かつ出席 100%
ロータリアンとして木下和吉さんが特別表
彰、前年度ガバナー補佐として吉井清さん
に感謝状が送られました。
　次年度は、富山 RC の若林啓介次年度ガ
バナーのもと、実施される予定です。


