
２．出　欠
出　席　30名　　欠　席　19名
出席率　68.18%　　ビジター　1名

３．幹事報告
・西野ガバナー補佐よりご挨拶
・例会終了後に、４月定例理事会開催

４．お誕生日祝い（敬称略）
　2日　　　中村　芳明
　8日　　　小間井宏尚、高田　幸治
24日　　　卯野　正博

５．ご結婚記念日祝い ( 敬称略 )
　4日　　　越田　和好
　5日　　　大村　精二
14日　　　松本　範夫
16日　　　岡田　　進
23日　　　中浦　洋昭
26日　　　吉井　　清
30日　　　本田　正敏

６．ニコニコボックス
金沢みなとＲＣ　西野ガバナー補佐

桜咲く素晴らしい時に、ガバナー補佐訪問をさせて頂
きます。

佐賀君、中浦君
西野ガバナー補佐のご来訪ご苦労様です。本日のミニコン
サートを楽しみにしております。

屶網君　福井さん、中本さん、宮下さんによるミニコンサート、楽
しみにしています。

越田君　今月は結婚記念月でした。お祝い有難うございました。
本田君　4月 12 日、誕生日を迎えます。また、30日は結婚記念

日です。
　　合計 12,000 円（累計 493,000 円）

理事会報告  
4 月 5 日（木）／ 出席者　15 名

◆審議事項
　①事務局雇用規定の件
◆協議事項の件
　①京都洛北ＲＣ合同お花見例会の件
　②その他

第2096 回 例会 京都洛北・金沢北ＲＣ合同お花見例会
4 月 12 日（木）晴れ／ 18：30 〜 21：00［松魚亭］

１．《例　会》
点　鐘
君が代斉唱
ロータリーソング「我らの生業」
金沢北ＲＣ会長挨拶　　　　佐賀　務　君
京都洛北ＲＣ会長挨拶　　　今小路覚真君
ニコＢＯＸ披露
点　鐘

《御祝儀》　東茶屋街　芸妓連
《懇親会》
乾　杯　　　　　　　　京都洛北ＲＣ会長エレクト　安保嘉博君
歓　談
中締め　　　　　　　　金沢北ＲＣ会長エレクト　　内堀　茂君
ロータリーソング「手に手つないで」
閉　宴

２．出　欠
出　席　会員　26名　ご家族　８名　　欠　席　21名
出席率　59.09%　　　京都洛北ＲＣ　29名

３．ニコニコボックス
京都洛北ＲＣ

本日はお世話になります。宜しくお願い致します。
佐賀君、中浦君

京都洛北ＲＣの皆様、ご来訪を歓迎いたします。皆様と
楽しい時間を過ごしたいと思っています。

内堀君、向峠君
京都洛北ＲＣの皆様、ようこそ金沢へ。次年度は訪問させて
頂きます。

大村君　友、遠方より来る。また楽しからずや。京都洛北ＲＣの皆様、
ようこそ。

中川君　京都洛北ＲＣの皆様、ようこそいらっしゃいました。
　　合計 43,000 円（累計 536,000 円）

■ 4 月クラブ日誌
●  5  日（木） ４月定例理事会　　　　　　　　　　　  松魚亭にて
● 12 日（木） 京都洛北ＲＣ合同お花見夜間例会　　　  松魚亭にて
● 22 日（日） 地区研修・協議会　　　　　　　  富山県民会館にて

■金沢市内 RC ５・６月 例会変更
金　沢RC
5月 23日（水）　18:00 〜　金沢ニューグランドホテル「夜間例会」
6月 27日（水）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢東RC
5月 21日（月）　休　会
5月 28日（月）　→　5月 25日（金）　金沢２１世紀美術館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「６０周年特別例会」
6月　4日（月）　18:30 〜　ANAホリデイ・イン金沢スカイ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「６０周年慰労例会」
6月 18日（月）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢西RC
6月 22日（金）　18:00 〜　金沢東急ホテル「最終例会」
6月 29日（金）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢南RC
5月　8日（火）　休　会
6月 28日（火）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢北RC
6月 21日（木）　18:30 〜　松魚亭「最終夜間例会」
6月 28日（木）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
香林坊RC
6月 18日（月）　会場未定「やれやれ会」
6月 25日（月）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
みなとRC
5月 29日（火）　「白山比咩神社参拝例会」
6月 26日（火）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
百万石RC
5月 31日（木）　会場未定「富山西ＲＣとの合同例会」
6月 28日（木）　会場未定「会長・幹事慰労会」

■ 講話予定
● ５月 17 日（木）浅ノ川総合病院　神経内科　三秋弥穂氏
　　　　　　　　　「脳卒中について」
● ５月 24 日（木）石川県警本部　暴力団対策補佐　表 豊氏
　　　　　　　　　「暴力団の現状、薬物乱用の現状について」
● ５月 31 日（木）佐賀務会長
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五月の論語

ミニコンサート

西野ガバナー補佐

「兼六園・曲水のカキツバタ」

●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



−名残の桜で歓待−

　4 月 12 日（木）、松魚亭にて、２９名（事務
局さん２名含む）の京都洛北ロータリークラブ
の皆さんを迎え、合同お花見夜間例会が行われ
ました。桜の満開の時期は過ぎたものの、花見
の趣向ということで、中浦会員が早朝、山に分
け入り、八重桜を採取（？）、会場に活けて頂き
ました。おもてなしの心を伝えます。

−４５年の交流の証−

　佐賀会長の挨拶で、松魚亭の１階に飾られた
ロータリーマークの陶板は、京都洛北ロータ
リーの作家の手によるものと紹介され、初めて
知った人も多かったようです。改めて半世紀近
く続く両クラブの絆の深さを感じます。

−茶屋の太鼓遊びで競演−

　東茶屋街の芸妓さんの手ほどきで、太鼓に興
じます。打ち手は京都３人、金沢２人。ご指名
で舞台に上がった京都の皆さんは「いや、私
なんぞはとても」と躊躇するそぶりもつかの
間、軽妙な撥捌きとリズム感で会場を沸かせ
ます。日頃祇園（？）で鍛えた腕前をいかん
なく発揮、さすが京都の旦那衆は懐が深い。
対する金沢勢は越田さんと辻さん。軍配は引
き分けといったところ。皆さんお見事でした。
　京都洛北ロータリーの皆さんとの一期一会の
ひとときは、和やかに過ぎていきました。 

4 月のお花見夜間例会にてご試飲いただきました
『ジャパニーズ クラフトジン 六（ROKU）』について
改めてご紹介をさせていただきたいと思います。

世界で注目されるジン
　BAR に行き、ジントニックやマティーニといっ
たカクテルでジンを愉しんだ事がある方も多いので
はないでしょうか？ジンは昔から、BAR では欠か
せない世界 4 大スピリッツの筆頭とも言われていま
す。近年ジンはスコットランドやアメリカを中心に
火がつき、最近では日本でも注目されています。
　ではジンとはどんなお酒でしょうか？簡単にご説
明すると、穀物類を原料に造った蒸溜酒にジェニ
パーベリー（杜松の実）を必須とし、その他様々な
ボタニカル（ハーブや果皮など）を加えて更に蒸溜
することで素材の香味を持った、40 度前後の強い
お酒になります。

なぜジンブームになったのか？
　11 世紀イタリア修道士が原型を作ったという説
に始まり、1660 年オランダのシルヴィウス博士が
薬用酒として大成させたとされるジン。長い歴史を
持つジンが、なぜ今再び脚光を浴びているのか。昨
今の世界的ブームには「クラフトジン」と呼ばれる、
これまでのジンとは一線を画したカテゴリーの誕生
が一翼を担っています。
　クラフトジンには明確な定義はありませんが、少
量生産でその土地の風土・素材・作り手のこだわり
を全面に打ち出して作られるジンを指しています。

「ジンの地酒」というと分かり易いかもしれません。
実はクラフトジンの隆盛には、現在の世界的なウイ
スキーブームが密接に関わっています。近年、世界
中で多くのウイスキー蒸溜所が建設されています。
しかしウイスキーは、蒸溜したスピリッツを何年も
の歳月樽で熟成させて初めて製品になります。つま
り蒸溜所を稼動させても、当面は商品を販売出来な

い。その間同じ設備で生産可能で熟成を要しないジ
ンが経営の為に取り込まれ、更にこだわりや素材・
ご当地といった個性を表現する作り手が増え、今日
の活況に繋がっています。

和を表現したクラフトジン『六（ROKU）』
　弊社でも昨年『六』というクラフトジンを発売さ
せていただきました。ジンの製造においては、ジェ
ニパーを使った蒸溜酒ということ以外は定義上自由
ですが、我々は和を表現するために、　柚子 ･ 山椒 ･
玉露 ･ 煎茶 ･ 桜葉 ･ 桜花の特に 6 つの和素材にこだ
わりました。更に、これら日本の四季を感じるボタ
ニカルを単に使うだけでなく、一つずつの素材を個
別に蒸溜し最高の状態で個性を引き出す等、これま
での洋酒製造で培った技術の粋を尽くすことで、ま
さに日本らしさを表現したジンとなっています。和
の上品な雰囲気や和紙ラ
ベルの金のデザイン、兼
六園の徽軫灯籠を思わせ
る『六』の文字が金沢に
非常にマッチしていると
いうお声も多数いただい
ております。

『六（ROKU）』の愉しみ方
　まずはソーダ割で、抽出にこだわり抜いた桜の花
や柚子の香りの広がりをお愉しみ下さい。
　暑くなってくるこれからの季節は、定番のジント
ニックもおすすめです。針生姜を添えることで、一層
爽やかに愉しんで頂けます。また『六（ROKU）』
は食との相性も抜群です。四季の恵と一緒に是非お

試しいただきたいと思い
ます。

　
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

お花見夜間例会
親睦委員長　山上　公介

今話題のクラフトジンを愉しむ
会員　伊東　尚毅

第2094 回 例会  
3 月 29 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：00［松魚亭］

１．講　話
ＮＰＯ法人　シェきらり副理事長
佐竹　悟　氏
「１０代後半の安心安全の場
　　　　　〜自立支援ホームのこと」

２．出　欠
出　席　30名　　欠　席　19名
出席率　68.18%　　ビジター　1名

３．来訪者（敬称略）
金沢西ＲＣ　　辻　卓

４．幹事報告
・ＮＰＯ法人シェきらり様に、目録贈呈
・佐賀、水巻、内堀会員にＰＨＦバッチ贈呈

５．ニコニコボックス
佐賀君、中浦君、屶網君

ＮＰＯ法人シェきらり副理事長、佐竹悟氏のお話を楽しみ
にしています。

合計 4,000 円（累計 481,000 円）

第2095 回 例会  
４月 5 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：00［松魚亭］

１．ミニコンサート
フルート　福井直秀氏
ギター　　宮下潤氏
ジャズシンガー　中本美智子氏

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


