
７．ご結婚記念日祝い ( 敬称略 )
15 日　　　森　　大

８．ニコニコボックス
内堀君、向峠君

本日の講師、千口寿子君のお話、楽しみにしています。
千口君　本日、私などの話のために、時間を作って頂いて有難うご

ざいます。
内堀君　入院中に、クラブからお見舞いをいただき、有難うござい

ました。元気づけられました。
大村君　４６ヵ年皆出席顕彰を受けて。有難うございます。また、

今月８７歳になります。
木下君　４２ヵ年顕彰を受けて、有難うございました。

　　合計 15,000 円（累計 129,000 円）

理事会報告  
9 月 6 日（木）／ 出席者　14 名

◆審議事項
　①納涼夏祭り決算報告
　②第４９回金沢市少年柔道大会の件
◆協議事項
　①シェきらり支援事業
　②松竹映画「種まく旅人４（仮）」への協賛金の件
◆幹事報告事項
　①新会員の件
　②金沢北ＲＣ創立４５周年記念例会の件
　③指名委員会設置の件
　④第一回ロータリー勉強会の件
　⑤向峠、屶網会員に対する謝金支払いの件
◆各委員会報告
　①京都洛北ＲＣ友好訪問の件

第2114 回 例会 京都洛北ＲＣ創立４５周年記念式典・例会
9 月 13 日（木）晴れ／ 16：00 〜 21：00［京都ホテルオークラ］

１．呈　茶
記念式典・例会
記念講演　「京都にとっての文化と芸術」

京都市立芸術大学理事長・学長　鷲田　清一氏
記念祝賀会

２．出　欠
出　席　8 名

第2115 回 例会
9 月 20 日（木）曇り／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
加賀友禅大使　　林　園子　氏

「加賀友禅大使の役割」
２．出　欠

出　席　30 名　　欠　席　17 名
出席率　68.18%

３．ニコニコボックス
内堀君、向峠君

本日の講師、林園子様をお迎えして。お話を楽しみにしています。
玉田君　オブザーバーとして、今村さんをお迎えして。
喜多君　誕生日のお祝いを頂いて、有難うございます。

　　合計 9,000 円（累計 138,000 円）

■ 9 月クラブ日誌
●  6  日（木） ９月定例理事会　　　　　　　　　　　  松魚亭にて
● 13 日（木） 京都洛北ＲＣ創立４５周年記念例会　　  
● 20 日（木） 第１回ロータリー勉強会　　　　　  とどろき亭にて

■金沢市内 RC 11 月・12 月例会変更
金　沢 RC
11 月 14 日（水）　休　会
11 月 21 日（水）　休　会
12 月 12 日（水）　18:00 〜　ホテル日航金沢「イヤーエンドパーティ」
12 月 26 日（水）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢東 RC
11 月　 5 日（月）　休　会
11 月 21 日（月）　18:30 〜　ANA ホリデイ・イン金沢スカイ

「年忘れ家族例会」
12 月 31 日（水）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢西 RC
11 月　 2 日（金）　地区大会へ振替休会
12 月 21 日（金）　18:00 〜　金沢東急ホテル「クリスマス例会」
12 月 28 日（金）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢南 RC
11 月 27 日（火）　休　会
12 月 18 日（火）　18:30 〜　ホテル日航金沢「年忘れ家族会」
12 月 25 日（火）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢北 RC
11 月 22 日（木）　休　会
12 月 20 日（木）　18:30 〜　松魚亭「年忘れ会」
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
香林坊 RC
11 月 26 日（月）　休　会　
12 月 17 日（月）　18:30 〜　金沢東急ホテル「年忘れ家族会」
12 月 31 日（月）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
みなと RC
11 月 13 日（火）　11:00 〜　職場見学例会

KDDI 金沢ネットワークセンター
12 月 18 日（火）　18:00 〜　ANA クラウンプラザホテル金沢

「年忘れ家族親睦夜間例会」
12 月 25 日（火）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
百万石 RC
11 月　 1 日（木）　地区大会へ振替休会
11 月 29 日（木）　19:00 〜　会場未定「会場変更例会」
12 月 13 日（木）　19:00 〜　会場未定「会場変更例会」
12 月 20 日（木）　19:00 〜　ホテル日航金沢「年忘れ例会」
12 月 27 日（木）　休　会

■ 講話予定
● 10 月 11 日（木）メンタルトレーナー　飯山　晄朗氏

「勝者のメンタルづくり」
● 10 月 18 日（木）米山奨学生（白山ＲＣ）　王　晶氏

「中国人の余暇活動」
● 10 月 25 日（木）地区大会に振り替えのため休会
● 11 月   1 日（木）日本伝統工芸展鑑賞

発行  2018.10.11thu NO.949

「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



　
2018 〜 2019 年度　国際ロータリーテーマ 2018 〜 2019 年度　金沢北ロータリークラブ会長メッセージ

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

京都友好訪問
親睦活動委員長　木村　康徳

＜はじめに＞
　去る9月 13日（木）、京都洛北ロータリークラブ
創立 45 周年記念式典が盛大に行われました。当金
沢北ロータリークラブから
は内堀会長、向峠幹事を
はじめ総勢 8 名で参加さ
せていただきました。その
２日間に渡る旅の模様をご
報告します。

＜宇佐美松鶴堂＞
　記念式典に先立ちまして、西本願寺向かいにある
｢表具・宇佐美松鶴堂｣ を訪問しました。こちらは天
明年間に本願寺専属の表具業として創業し、以来数々
の国宝や文化財の保存修理を手掛けて来ました。九
代目宇佐美直八当主より、作業内容や材料について
の説明がありました。技術はもちろんのこと、裂 (きれ )
等の材料も前の時代の人々が残したものであるとのこ
と。文化財を後世に繋ぐためには長い間の準備が必

タリー日本財団理事長の祝辞等に続いて、鷲田京都
市立芸術大学理事長・学長による記念講演がありまし
た。テーマは ｢京都にとっての文化と芸術｣。京都と
大阪の文化の違い、西欧の芸術の成熟等を引き合い
に、京都の文化と芸術をいかに守っていくかを考察す
る格調の高いお話でした。そのためには市民同士の
交流や発信が不可欠であり、ロータリーの果たす役割
も大きいと私なりに解釈しました。文化都市を標榜す
る金沢にも通じるのではないでしょうか。

＜祝賀会＞
　オープニングは、京都洛北スウィングダンディーズに
よるビッグバンド演奏。なんと全員京都洛北 RCの会
員であり、49 歳から81 歳までの 24 名、平均年齢
64 歳と驚きです。楽器の初心者も多く、わずか2 年
の練習期間ですから･･･ ですが、その意気込みと団
結心には感服しました。
西脇京都府知事の祝辞に
続いては、我らが内堀会
長の素晴らしい乾杯のご
発声。会長、お疲れさま
でした。会員が試食を重

要であることを知り、緻密で壮大な事業を前に身の引
き締まる思いがしました。

＜京都洛北 RC 創立 45周年記念式典＞
　開会に先立ち、金剛龍謹 (こんごう・たつのり) 能
楽金剛流若宗家による舞囃子 ｢高砂｣ が披露されま
した。まさに周年記念
を飾るに相応しいキレ
と迫力に満ちた演舞
は、強烈に脳裏に焼き
つきました。安保京都
洛北 RC 会長挨拶、
門川京都市長・千ロー

ねて決めたというホテルオークラの料理と京都洛北メ
ンバーとの交流を楽しみ、最後は ｢手に手つないで｣
の大合唱。再会を願ってのお開きとなりました。

＜松竹撮影所＞
　２日目に松竹撮影所を訪問しました。太秦映画村と
違って、普段一般の人は見学できないとのこと。あい
にく台風で被害も相当ありましたが、遠山の金さんの
お白州の場や中村主水の屋敷も見ることができ、テン
ションは上がりっ放しでした。鑑賞した栗山千明主演
の ｢種まく旅人｣ もまた
いい映画でした。余談
ですが、撮影所を案内し
てくれた人が偶然にも高
校の同級生だったことが
判明、40 年ぶりの嬉し
い再会となりました。

＜所感＞
　私自身RC 初の遠征、友好クラブの記念式典参加
と慣れない場面もありましたが、京都の伝統や文化に
触れ、また思いがけないサプライズもあり、そして何よ
り京都洛北ロータリークラブとの友好を深められた内
容の濃い旅でした。まさに、内堀会長のスローガン
｢学んで知って楽しもうロータリー｣ を体現できた旅で
もありました。
　最後に、千口会員を始めお世話いただきました方々、
ご協力いただきましたすべての方々にこの場をお借りし
て厚く感謝を申し上げます。

バスに乗り込むなり、朝から宴会

洛北ダンディーズによる演奏

内堀会長による乾杯のご発声

京都友好訪問　松竹撮影所にて

粟田山荘での昼食宇佐美松鶴堂さん見学

４５周年記念式典

　皆様こんにちは。この度、金沢北ロータリー
クラブへのご縁をいただきまして、ありがとうご
ざいました。
　私は白山市の農家の生まれで、見渡すかぎ
り田畑の中で幼少期を過ごしました。その世界
が全てと思っていましたが、年齢を重なるにつ
れ行動範囲が広がり新しい出会いが増え、田
舎暮らしがいやになり、外に外にと仕事をする
ようになりました。若い時は前向きに取りくんで
こられた事も、時代の進化と共に通用しなくなっ
たり、やり方が古くなったり、色々試行錯誤をし

第2112 回 例会
8 月 30 日（木）雨／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
終活支援ネットワーク石川代表
浜崎　泰彦　氏

「人に迷惑をかけずに、
　　　　　　生きて逝くために」

２．出　欠
出　席　30 名　　欠　席　17 名
出席率　68.18%

3．ニコニコボックス
中村（芳）君、向峠君

本日の講師、浜崎様をお迎えして。お話を楽しみにしています。
　　合計 3,000 円（累計 114,000 円）

てきましたが、ふと自分をふり返る時間をいた
だいた時に「再生」というキーワードの中から
これからの生き方を考えさせられました。
　食の大切さ、郷土愛、あれだけ嫌いだった
田舎の匂いがここち良く、残りの人生は人のた
めに何が出来るか！？など真剣に思った時、映画
というエンターテイメントの世界を通して、本当
に大切なものを次世代の人たちに伝えて行きた
いと思いました。
　これからもぜひ、ご賛同・ご協力頂ければと
思います。よろしくお願いいたします。

第2113 回 例会
9 月 6 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：00［松魚亭］

１．講　話
会員　千口　寿子　君

２．出　欠
出　席　30 名　　欠　席　17 名
出席率　68.19%　　ビジター　1 名

３．来訪者（敬称略）
金沢西ＲＣ　　前田洋明

４．幹事報告
・本日、例会終了後９月定例理事会開催

５．皆出席顕彰（敬称略）
46 ヶ年　　大村　精二　　42 ヶ年　　木下　和吉

６．お誕生日祝い（敬称略）
　1 日　濱井　弘利　　　8 日　中村　實博
15 日　大村　精二　　 22 日　佐賀　　務、喜多　利行

私の名刺　
千口　寿子（ちぐち　ひさこ）
S35.6.26 生まれ
KSCエンターテイメント（株）　代表取締役
職業分類：映画製作


