
辻　君　３１ケ年皆出席顕彰を頂き、有難うございました。
木村（功）君

お陰様で、葡萄酒街道（わいんかいどう）が２０周年を迎
えることが出来ました。謝恩パーティも、盛況の内に終え
ることが出来ました。ロータリアンの友情に感謝いたしま
す。有難うございました。

山上君　謹賀、８月８日、皇太子殿下がうちの老人施設「ゆきわり
そう」を視察されます。案内役の１人として、今から緊張
しております。

合計 21,000 円（累計 69,000 円）

第2109 回 例会
8 月 2 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：00［松魚亭］

１．講　話
陶工芸家　武腰　潤　氏

「私は古九谷蝶牡丹文絵皿に教えられた」
２．出　欠

出　席　30 名　　欠　席　17 名
出席率　68.19%　　ビジター　5 名

３．来訪者（敬称略）
富　山ＲＣ　　斎藤伸一　　木山　泰　　麦野英順
金沢西ＲＣ　　坂本藩應
香林坊ＲＣ　　宝達伸也

４．幹事報告
・本日、例会終了後、８月定例理事会開催

５．お誕生日祝い（敬称略）
　7 日　　　岡田　進
15 日　　　渡邊　尚孝

６．ニコニコボックス
武腰　潤君（能美ＲＣ）

本日、お話させて頂きます。
富山ＲＣ御中

本日は貴重なお時間を拝借し、有難うございました。地区
大会のご参加ご登録、宜しくお願い致します。

内堀君、向峠君
本日の講師、武腰潤氏のお話、楽しみにしています。

中川君　講師に、武腰潤先生をお迎えして。
中浦君　武腰氏のお話、楽しみにしています。
魚住君　７月２１日、砂張の鋳込みで経験のない暑さでした。また、

武腰先生を講師にお迎えして。
　　合計 32,000 円（累計 101,000 円）

第2110 回 例会  納涼なつ祭り
8 月 9 日（木）晴れ／ 18：00 〜 20：30［松魚亭］

１．点　鐘
ロータリーソング「我らの生業」
開会宣言　内堀会長
ニコボックスの披露
点鐘
マジシャンルパンのマジックショー
夏祭り「屋台で遊ぼう」
≪和室に移動≫
乾杯　大村会員
歓　談
バルーンパフォーマー「アッシュ」のバルーンアートショー
閉会の挨拶　中村（芳）会長エレクト

２．出　欠
出　席　会員 25 名　　欠　席　22 名
出席率　56.82%　　ご夫人　13 名　　ご家族（子供含む）43 名

３．ニコニコボックス
内堀君、向峠君

本日の夏祭り。多数のご出席有難うございます。大いに楽
しんでいって下さい。

　　合計 4,000 円（累計 105,000 円）

第2111 回 例会
8 月 23 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
日本睡眠医学協会　理事長　大谷　憲氏

「究極の睡眠法　
　　　　　～パーフェクト睡眠とは～」

2．出　欠
出　席　31 名　　欠　席　16 名
出席率　70.46%　　ビジター　4 名

３．来訪者（敬称略）
金沢西ＲＣ　　辻　　卓
香林坊ＲＣ　　大谷　憲、宝達伸也
金沢百万石ＲＣ　　柿木健雄

４．ニコニコボックス
金沢香林坊ＲＣ　大谷君

本日、講話に呼んで頂き有難うございます。精一杯頑張り
ます。

向峠君　本日の講師、大谷　憲さんのお話、楽しみにしています。
合計 6,000 円（累計 111,000 円）

■ 8 月クラブ日誌
●  2  日（木） ８月定例理事会　　　　　　　　　　　  松魚亭にて
●  9  日（木） 納涼なつ祭り　　　　　　　　　　　　  松魚亭にて

理事会報告  
8 月 2 日（木）／ 出席者　14 名

◆審議事項
　①京都洛北ＲＣ４５周年記念例会参加の件
　②ロータリー勉強会の件　今年度中に４～５回開催予定
　　   ９月２０日（木）講師　大村会員
　　１１月１５日（木）講師　吉井会員
　③クラブ会計監査の件　畠税理士事務所に委託（年間契約）
　④退会会員の件　寺田憲二君（７月末日）
◆報告事項
　①豪雨被害義捐金の件

会員一人当たり 1,000 円×会員数（募金箱 28000 円以外を義捐金
基金より拠出）

　②金沢北ＲＣ 45 周年記念例会の件
◆その他

①昨年度のクラブ細則、就業規則改正に対して、屶網会員、向峠会
員に謝礼。

■ 講話予定
●　９月 13 日（木）京都洛北ＲＣ４５周年記念例会
●　９月 20 日（木）加賀友禅大使　林園子氏「加賀友禅大使の役割」
●　９月 27 日（木）N ＰＯワークライフバランス北陸理事長
　　　　　　　　　  丸谷めぐみ氏「働き方改革と人材確保」
● 10 月   6 日（土）金沢北ＲＣ創立４５周年記念例会
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「浅野川暮色」

「金沢城公園」●会員数／ 47 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／内堀　茂 ●会長エレクト／中村　芳明 ●副会長／中村 實博
●幹事／向峠 仁志 ●副幹事／大場　修 ●会場監督／本田 正敏 ●会計／中浦 洋昭
●クラブ会報委員長／山上 公介
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インスピレーションになろう BE THE INSPIRATION 学んで　知って　楽しもう ロータリーRI 会長　バリー・ラシン 会長　内堀　茂

―皇太子殿下をお迎えして―
会員　山上　公介

＜皇太子様の奥能登行啓＞
　来年４月に天皇に即位される皇太子様が、
８月７日８日の２日間ボーイスカウトの全国大会
である珠洲ジャンボリーに出席され、その帰りに
私の親族が運営する老人福祉施設「ゆきわり
そう」に立ち寄られました。１時間の滞在中、約
１０分間、私が殿下の施設案内役を務めるとい
う、得難い経験をさせて頂きました。

＜皇太子様の印象～恐れ多いのですが～＞
　私の拙い説明にも笑顔で頷いて下さり、時折
質問をする殿下はテレビで拝見するイメージ通り
で、お優しく、誠実そのもののお人柄。声を掛
けられた入所者の方々は皆「もったいない」、
「恐れ多い」と恐縮し、感涙に咽んでおりました。
　また一方で、常に背後に宮内庁の侍従、知
事等県関係者、皇宮警察等１０数名を従えた形
で移動される御姿を目の当たりにして、日本の
象徴としての圧倒的存在感と申しますか、ある
種の畏敬の念に駆られました。

＜ウチが選ばれた理由～あくまで私の想像です～＞
　ゆきわりそうは老人福祉施設としては開設
以来１０年足らずの、言わば福祉業界の新参者

ですが、能登の他の歴史ある施設もある中で訪
問先に選ばれたことは光栄の一語に尽きます。
施設のある門前町は平均年齢が７０歳に近い
超の付く高齢化の進んだ地域であります。そこ
で常時１００人を超える職員が働き、２００人近
いお年寄りの世話をしていることで地元の雇用
と介護の受け皿として過疎の町に貢献している
と評価されたのかもしれません。
　また運営する我々親族の社会的信用も、そ
れなりにあると判断されたのかもしれません。
　その判断材料の１つとして、親子２代にわた
るロータリアンということがもし入っていたとす
れば嬉しい限りです。まさに金沢北ロータリー
クラブの会員冥利に尽きるということになります
ね。（このくだりは私の願望を交えた憶測です。
くれぐれも誤解の無いように )
追伸
　後でお聞きした話ですが、殿下は学習院高校
時代に、修学旅行で能登に来られ、総持寺に
も立ち寄って行かれたとか。すると殿下の学生
時代の思い出の地に再びお越しいただいたこと
になり、迎え入れた我々にとってはまさに僥倖と
いえるかもしれません。

納涼例会（夏祭り）をふりかえって
親睦活動委員長　木村　康徳

＜はじめに＞
　去る8月9日、今年度の金沢
北ロータリークラブ「夏祭り」が
盛大に行われました。会員25名、
ご夫人 13 名、ご家族 ( 大人 17
名・子供 26 名 ) の総勢 81 名と
大変多くの方にご参加いただきま
した。恒例の露店に加え、
大人も子供も楽しめるマ
ジックショーやバルーンアー
トショーと盛り上がりを見
せ、あっという間に時間は
流れて行きました。

＜露店＞
　今年は綿菓子に替わって「ポップコーン」や恒例の
「かき氷」「ヨーヨー釣り」「パットゴルフ」「カプセル
釣り」「射的」の６店。子供はもとより大人もしばし
童心に返って、場内は本物の夏祭りさながらとなりました。
松魚亭さんをはじめ、早くからお世話いただきました会員
の皆さま、本当にありがとうございました。

＜マジシャン・ルパンのマジックショー＞
　例会が終わるやいなや、人呼んで「笑顔泥棒」
マジシャン・ルパンの登場です。アニメのルパン三世
そっくりのいでたちで愉快なおしゃべりマジック、会場は
ルパンワールド一色に。鮮やかな手さばきに、共演した

子供たちも呆気にとられてい
ました。実はこの方、毎年
東北へ赴き、マジックで被災
者を励ましておられます。そ
の人柄も相まってみんな笑
顔、笑顔 (^_^) すっかりルパ
ンに笑顔を盗まれてしまいま
した。

＜バルーンパフォーマー・アッシュのバルーンアートショー＞
　会場を和室に移し宴もたけなわ、子供たちのお腹も
膨れてきた頃にお待ちかね、バルーンパフォーマー・アッ
シュの登場です。子供たちはこぞってアッシュにかぶり
つき状態、興奮のるつぼに。子供って、本当にバルー
ンが大好きなんですね！（子供だけじゃなかったか…）
　バルーンで作るミッキーやミニーは、まさに芸術品。
最後は収拾がつかなくな
り、じゃんけんで行き先を
決めましたが、負けて泣き
出す子まで。楽しくもせつ
ない、大盛り上がりのバ
ルーンアートショーでした。

＜所感＞
　私自身、納涼例会への参加が初めてでしたので結構
なプレッシャーでしたが、皆さまお楽しみいただけました
でしょうか。親・子・孫の三世代が一堂に会し、いつ
もの例会では見ることのできない、皆さまの幸せそうな
笑顔が印象的でした。また、単純に子供たちが可愛い！
早く孫と共に参加したいと思ったのは私だけでしょうか。
そして、この金沢北ロータリークラブの動員力を目の当
たりにして、会員相互の絆、家族の絆、家族同士の
絆の素晴らしさを感じました。このようなバックグラウン
ドを持つ金沢北ロータリークラブの未来は、きっと明る
いに違いありません。
　最後に、不行き届きな点多々ありましたことを、この
場をお借りしてお詫び申し上げます。
　ご協力いただきましたすべての方々に、厚く感謝を申
し上げます。　

大村長老による乾杯

バルーンアートショー

マジシャン ルパン

射的コーナー

内堀会長 family は総勢 13 名

パットゴルフ

かき氷＆ポップコーン

カプセル釣り

第2108 回 例会　ガバナー公式訪問
7 月 26 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
第 2610 地区ガバナー
若林　啓介　君　

「インスピレーションになろう」　
２．出　欠

出　席　28 名　　欠　席　20 名
出席率　63.64%　　ビジター　4 名

３．来訪者（敬称略）
富　山ＲＣ　　　若林啓介
富山シティＲＣ　西野晴仁
白山石川ＲＣ　　永瀬喜子
金沢西ＲＣ　　　澤田幸壮

４．幹事報告
・豪雨被害義捐金の件
・ロータリー・リーダシップ研究会の件
・地区大会の件

５．ニコニコボックス
若林啓介ガバナー

公式訪問に参りました。宜しくお願い申し上げます。
西野晴仁地区副幹事

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。

永瀬喜子ガバナー補佐
ガバナーと同行いたしました。暑さに負けるなっ。

内堀君、向峠君
若林ガバナー、西野地区副幹事、永瀬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。


