
屶網君　事務所を新築しました。来週２０日から、新しいオフィス
で事務を始めます。今後ともよろしくお願いします。中浦
さん、お帰りなさい。

　合計 18,000 円（累計 260,000 円）

■ 11 月クラブ日誌
●  2  日（木） 日本伝統工芸展鑑賞　　　　　  石川県立美術館にて
●  5  日（日） 第４８回金沢市少年柔道大会　  石川県立武道館にて
●  9  日（木） １１月定例理事会　　　　　　　　　　  松魚亭にて

第2082 回 例会
11 月 30 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
第２６１０地区職業奉仕副委員長
林　清滋　氏

「職業奉仕の勉強会について」
２．出　欠

出　席　32 名　　欠　席　19 名
出席率　72.73%　　ビジター　3 名

３．来訪者（敬称略）
富山みらいＲＣ　　林清滋　　青山和也
南　砺ＲＣ　　　　古瀬喜八郎
河北南ＲＣ　　　　岡田　等
金　沢ＲＣ　　　　蚊谷八郎

４．幹事報告
・来週は、クラブ年次総会。

５．ニコニコボックス
富山みらいＲＣ　林清滋君

本日は講話にお招きいただき有難うございます。
佐賀君、中浦君

富山みらいＲＣの林地区職業奉仕副委員長並びに、ご同行の
皆様を歓迎いたします。お話楽しみにしています。

越田君　林副委員長、今日はご足労頂き有難うございます。
　　合計 18,000 円（累計 278,000 円）

第2083 回 例会  クラブ年次総会
12 月 7 日（木）雨／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
米山奨学生（金沢ＲＣ）
スマイルジャン・エメット氏

「近況報告と国際親善」
２．出　欠

出席　30 名　　欠席　19 名
出席率　68.19%　　ビジター　2 名

３．来訪者（敬称略）
白山石川ＲＣ　　小柳善裕
金　　沢ＲＣ　　吉田國男

４．幹事報告
・クラブ年次総会にて次年度理事の発表
・来週の例会終了後に、次年度理事会開催

５．お誕生日祝い（敬称略）
　８日　大澤久廣
１０日　木下和吉
１２日　大場　修

６．ご結婚記念日祝（敬称略）
２０日　木下和吉

７．ニコニコボックス
金沢ＲＣ　吉田君

本日、当クラブの米山奨学生スマイルジャン・エメット君、
講話をさせて頂きます。金沢北ＲＣ会員の皆様、最後まで
ご静聴お願いします。

佐賀君、中浦君
スマイルジャン・エメット氏のお話を楽しみにしております。

大場君　５８歳になります。例会に出る方が楽しいのですが、昨日
も今日も、午後から会議です。食事とプレゼントだけ頂い
て帰ります。ごめんなさい。

木下君　結婚記念月です。有難うございます。
　合計 7,000 円（累計 285,000 円）

■ 12 月クラブ日誌
●  7  日（木） クラブ年次総会　　　　　　　　　　　  松魚亭にて

１２月定例理事会　　　　　　　　　　  松魚亭にて
● 14 日（木） 次年度例理事会　　　　　　　　　　　  松魚亭にて
● 21 日（木） 年忘れ会　　　　　　　　　　　　　　  松魚亭にて

理事会報告  
12 月 7 日（木）／ 出席者　15 名

◆ 審議事項
　①金沢 8RC 新年合同例会の件

平成 30 年 1 月 11 日 ( 木 )18 時 30 分　ホテル日航金沢にて

第2084 回 例会
12 月 14 日（木）雪／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
石川県暴力追放運動推進センター
専務理事　中島俊明　氏

「暴力団の情勢」
２．出　欠

出　席　30 名　　欠　席　19 名
出席率　68.19%　　ビジター　3 名

３．来訪者（敬称略）
金沢百万石ＲＣ　　上杉輝子　　大路孝之　　宮永満裕美

４．幹事報告
・例会終了後、次年度理事会開催。

５．ニコニコボックス
金沢百万石ＲＣ　上杉君、大路君、宮永君

本日は講話にお招きいただき有難うございます。
来年４月２１日の、当クラブ２０周年事業のご挨拶後と、
ご案内に参りました。何卒、宜しくお願い申し上げます。

佐賀君、中浦君、屶網君
中島俊明氏のお話を楽しみにしております。

伊東君　今年一年間、有難うございました。
合計 11,000 円（累計 296,000 円）

■ 講話予定
● １月 25 日（木）金沢武士団　代表取締役社長　　中野　秀光氏
　　　　　　　　　「スポーツを通して街づくりー夢へのチャレンジ」
● ２月   1 日（木）小唄　篠の会　代表　　篠　登喜氏
　　　　　　　　　「小唄の粋と技芸夫との出会い」
● ２月   9 日（金）夜間例会（肉の日）グリル＆バーにて
　　　　　　　　　※２月 8 日（木）は休会となります。
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一月の論語
●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

観客の皆さん、出演者、松魚亭のスタッフ全員
を巻き込んでの総立ち、盆踊り状態に、会場は
最高潮に達しました。
　凝った舞台衣装の調達は今回限りということ
で、伝統ある仮装歌合戦は、惜しまれながら？

30 年の歴史に幕を閉じることとなりました。
最後のステージを飾った出演者の皆さん、
本当にお疲れ様でした。楽しい一夜は、あっと
いう間に過ぎていきました。

年  忘  れ  会
親睦活動委員長　山上公介

12 月 21 日（木）、年忘れ会が行われ、会員
29 名、奥様 13 名の 42 名の方が参加されま
した。

　第 1 部は、人間国宝の魚住為楽会員の作品
抽選会、作品はどれも会員向けの破格値で出品
され、首尾よく当選された方々は、今年最後の
福を掴んだと申せましょう。おめでとうござい
ました。

　第 2 部は、歌自慢の会員による歌謡ショーの
始まりです。3 年ぶりの開催です。
前半のトップはトナカイの着ぐるみが妙に似
合うキムさんで、「クリスマスイブ」ツカミは
ＯＫ。
続く新婚のシゲキさん、奥様を前に堂々の「関
白宣言」です。早くないですか ( 余計なお世話 )

ドクターつとむさんの「ランナー」は爆走 !
完全燃焼です。奥様との 2 人 3 脚も良かった
ですね。
今回の出場者中、最も正体不明のオサムさん、

「リンダ」弾けていましたよ。イメチェンし
ます？
オワラの健さん、もうバックダンサーだけとは
言わせない、歌もイケてました。
続いてハーフタイムショー、ゲストのプロ歌手、

沢 幸恵 ( 小嶋夫人 ) さんの登場、美空ひばり
の「お祭りマンボ」軽快に歌って頂きました。
前半の部の「口直し」ならぬ「耳直し」にな
りました ( 笑 )

ドタキャンのくにちゃん１００％に代わり、
サンシャインヤマが登場、回りくどい自己紹介芸
で絶叫し、周囲は呆気にとられたようです。

（お聞き苦しかった点はピンチヒッターという
ことでご容赦を）

　そして本日の目玉「ブルゾンしげみ with Ｂ」
登場、さすがエレクト、余興でも会員の将来
を見据えておられました。また今回、Ｂの頭
文字は弁護士のＢだと初めて知りました

（！？）そして後半、大物歌手が続きます。
タマじろーさんの学ラン姿は、舟木一夫と
いうよりもツッパリ番長でした（怖）
ノリノリだーさんは、あの淡谷のり子さんを
彷彿とさせる妖艶な色気を発散して、愛燦々
を熱唱します。
おちゃめなキューテイさんは、着流しで粋に
登場。チーターの歌を替え歌でゴルフ愛を切々
と聞かせます。
トリは、ノリ・ナベコンビでまさかのＡＫＢ！
フォーチュンクッキーを完コピで熱演、つられて

第2080 回 例会
11 月 9 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
会員　渡邊尚孝　君 　「自己紹介と会社案内」

２．出　欠
出　席　31 名　　欠　席　18 名
出席率　65.96%　　ビジター　7 名

３．来訪者（敬称略）
相模原南ＲＣ　　稲吉正美　渋谷直樹　杉﨑信一　月森清一　
　　　　　　　　中村好孝　西野勝弘　山田修

４．幹事報告
・相模原南ＲＣ様よりご挨拶
・例会終了後、１１月定例理事会を開催

５．ニコニコボックス
相模原南ＲＣ　足立君

会長の足立です。本日は所用により残念ながら、お伺いする
ことが出来ませんでしたが、当クラブの会員７名がお世話に
なります。宜しくお願い致します。

相模原南ＲＣ　月森君
大変ご無沙汰しております。４０周年の時に会長を務めており
ました。その時には、大変お世話になりました。また、楽しく
ゴルフをさせて頂きました。今後とも宜しくお願い致します。

相模原南ＲＣ　山田君
金沢北ＲＣに三回目のメークに参りました。畠先生、
いつも大変お世話になっております。佐賀会長はじめ
金沢北ＲＣの皆様、本日は宜しくお願い致します。

相模原南ＲＣ　中村好孝君、杉崎信一君、渋谷直樹君、
　　　　　　　　　 稲吉正美君、西野勝弘君

本日はお世話になります。
佐賀君　相模原南ＲＣの皆様のご訪問を歓迎いたします。　　　　

また、渡邊尚孝君のお話、楽しみにしています。
屶網君　 渡邊会員のお話、楽しみです。
木村（康）君
　　　　息子が結婚しました。

合計 24,000 円（累計 242,000 円）

■ 10 月クラブ日誌
●  5  日（木） 創立４４周年例会　　　　　　　　　　  松魚亭にて
● 12 日（木） １０月定例理事会　　　　　　　　　　  松魚亭にて
● 19 日（木） 金沢百万石ＲＣ合同観月会　　　　  東急ホテルにて

理事会報告  
11 月 9 日（木）／ 出席者　15 名

◆ 審議事項
　①年忘れ会の件

12 月 21 日（木）18 時 30 分より　松魚亭にて
　②金沢８ＲＣ新年合同例会の件

組織図発表　　予算案提示
　　１２月中に、実行委員会を開催の予定
◆報告事項
　・指名委員会設置の件
　　佐賀君、内堀君、中村（芳）君、中浦君、向峠君

第2081 回 例会
11 月 16 日（木）雨／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
土地家屋調査士　吉村和正　氏

「土地家屋調査士の仕事」
２．出　欠

出席　30 名　　欠席　19 名
出席率　69.77%　　ビジター　1 名

３．来訪者（敬称略）
金沢ＲＣ　　安井克郎

４．幹事報告
・木村康徳会員へ、ご子息結婚祝い贈呈

５．ニコニコボックス
佐賀君、中浦君

吉村和正氏のお話を楽しみにしております。
屶網君　吉村先生を講師にお迎えして。
中浦君　心臓手術のため、３カ月の休みを頂きました。大勢の方々
にご迷惑をおかけいたしました。今後は、幹事の仕事を精一杯努め
て参ります。ご協力をお願い致します。
魚住君　国宝、薬師寺管主様より感謝状を頂きました。また誕生日

のプレゼント有難うございました。
内堀君　昨日、技能検定功労者として厚生労働大臣表彰を頂きまし

た。感謝の気持ちをニコＢＯＸへ。相模原南 RC
西野会員のご挨拶

魚住会員より銅鑼の説明を
受ける相模原南 RCの皆様


