
第2116 回 例会
9 月 27 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
ワークライフバランス北陸　
代表理事　丸谷　めぐみ　氏
「働き方改革と人材確保」

２．出　欠
出　席　29名　　欠　席　18名
出席率　65.91%　　ビジター　1名

３．来訪者（敬称略）
金沢西ＲＣ　　小林　洋

４．ニコニコボックス
内堀君、向峠君

本日の講師、丸谷めぐみさんのお話、楽しみにしています。
　　合計 4,000 円（累計 142,000 円）

第2117 回 創立 45 周年記念例会
10 月 6 日（土）晴れ／ 16：00 〜 20：30［松魚亭］

１．点　鐘
国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
開会の挨拶　　　　　　　　内堀会長
ＮＰＯ法人シェきらり様に寄付金贈呈
西村依子「シェきらり」理事長よりご挨拶
パネルディスカッション開始
　　　　主旨説明　　　　　玉田実行委員長
　　　　基調報告　　　　　内堀会長
　　　　討　議
講　評　　　　　　　　　　玉田実行委員長
点　鐘
懇親会

２．出　欠
出　席　31名　　欠　席　16名
出席率　70.45%　　ご家族　9名

３．幹事報告
・京都洛北ＲＣ様、金沢百万石ＲＣ様より祝電拝受

４．ニコニコボックス
内堀君、向峠君

創立４５周年記念例会を迎えて。
玉田君　４５周年、おめでとうございます。下手なコーディネーター

ですが宜しくお願い申し上げます。
佃　君　本日は、パネラーを務めさせていただきます。
畠　君　本日の記念例会、内堀会長、向峠幹事、玉田実行委員長の

労に感謝して。
佐賀君、中村（實）君、中村（芳）君、大場君、寺岡君、
木村（康）君、千口君

４５周年を祝して。おめでとうございます。
屶網君　４５周年という節目に、パネリストをさせて頂き有難うご

ざいました。
安宅君　５０周年までは、会員として活動できますように。
小泉君　サワディ・カップ！本日は金沢北ＲＣ４５周年記念例会に

出席出来て感激です。皆様、私を忘れないでください。
中浦君　金沢北ＲＣ、４５周年に乾杯。
松田君　シェきらりにご寄付、有難うございます。子供達の為に頑

張ってます。
山上君　妻の親戚から、ノーベル賞受賞者が出ました。めでたい！

　　合計 38,000 円（累計 180,000 円）

第2118 回 例会
10 月 11 日（木）雨／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
メンタルトレーナー　飯山　晄朗　氏
「勝者のメンタルづくり」　

２．出　欠
出　席　27名　　欠　席　20名
出席率　61.36%　　ビジター　4名

３．来訪者（敬称略）
金沢ＲＣ　　冨木隆夫

４．幹事報告
・１１月１日（木）伝統工芸展鑑賞例会
　本年も、魚住会員より招待状を頂きました。

５．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
20日　　　野村　千秋
31日　　　高岡　　昇

6．ご結婚記念日祝い ( 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
26日　　　小嶋　修一
27日　　　安宅　雅夫

７．ニコニコボックス
内堀君、向峠君

本日の講師、飯山様のお話を楽しみにしています。
　　合計 4,000 円（累計 184,000 円）

理事会報告  
10 月 11 日（木）／ 出席者　11 名

◆審議事項
　①新会員の件　今村則昭氏（米沢産業・代表取締役社長）
　②京都洛北ＲＣ４５周年友好訪問決算報告
　③年忘れ会の件
　④その他
◆協議事項
　①松竹「種まく旅人」協賛金の件
◆幹事報告
　・北海道担振東部地震の義捐金の件　47,000 円振込完了
◆各委員会報告
　・東京小石川ＲＣ友好訪問の件

■ 講話予定
● 11 月   8 日（木）侍家 BAR　村田彦二氏　「時代劇の中の侍」
● 11 月 15 日（木）金沢星稜大学人間科学部スポーツ学科　
　　　　　　　　　  教授　奥田鉄人氏
　　　　　　　　　  「水泳日本代表チームのメディカルサポート」
● 11 月 22 日（木）休会
● 11 月 29 日（木）北村労務会計事務所　室田律子氏
　　　　　　　　　  「奇跡の軌跡」～受け入れる力～
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●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

ロータリーの歩み②　その 9
第 2680 地区 PDG　田中　毅

このような、まったく新しい奉仕理念を教
えるシェルドン・スクールは高い評価を受け、
1921年当時のロータリアン数8万人に対し
て、シェルドン・スクールの卒業生は26万
人を超え、シェルドンの没後も1946年まで
存続していますので、おそらく100万人を
超えるものと思われます。卒業生の中から数
多くのロータリアンが生まれて、全米各地で
シェルドンの奉仕理念を説き、かつ実践して、

当初は零細業者に過ぎなかったロータリ
アンに、大きな恩恵を与えました。しかし、
好事魔多しの格言のごとく、その後のシェ
ルドンは
数多くの
難題に直
面するこ
とになり
ます。

創立 45 周年を迎えて
実行委員長　玉田　善明

　１０月６日（土）、金沢北ＲＣ創立４５周年記念事業としてパネルディ
スカッションが開催されました。開始に先立ち、45 周年記念事業とし
て当クラブが前年度より取り組んでいる「シェきらり」 への寄付を理
事長の西村依子氏に贈呈しました。パネルディスカッションは、３１名
の会員参加による明るい中にも少々緊張した空気の中、内堀会長か
らの問題提起から始まりました。現状金沢８ＲＣの比較データーから
の分析・課題点等を抽出して、これからのクラブ作り、会員増強な
ど幅広い提言がなされました。
　チャーターメンバーの大村会員初め５名の会員がパネラーとなり、
熱心にＲＣとしての有るべき姿、未来志向での話合いが開始されまし
た。現在４７名の会員ではありますが、数を求めて増強に邁進する必

要は無く、質的充実を図るべきだとの意見が出ました。ロータリークラブの本来の魅力とは会
員力、即ち自然と人が人を呼ぶ力が大切だ、先輩会員との出会いで自分を高める場とも成って
来た、更により一層魅力ある会へと諸活動の提言等があり、参加者には一同に共感を得ました。
　平均年齢が６５．５歳と高い我がクラブではありますが、若い会員からは全く問題は無く居心地
が良く、見識が高まる機会でもあるとの発言もあり、改めて金沢北ＲＣの明るい未来への道程
が、うっすらと見えて来た機会と成りました。

「神社崩壊」（島田裕已 著）を読んで
会員　的場　晴次

　平成２９年１２月７日、東京都江東区にある
富岡八幡宮で、元宮司の姉が弟の宮司を殺
害するとのセンセーショナルな事件が起こった
ことは、皆様の記憶にも新しいものと思います。
　この事件は元宮司の姉と宮司の弟との宮
司の地位と金銭面の利害が絡む背景があり、
富岡八幡宮は都内でも有名な神社として、
その収入も地元の信者からの寄付やお賽銭
そして神社境内の不動産賃貸料等で、年間
５億円を超す収入があったと週刊誌で指摘さ
れています。
　それでは、神社とはそんなに儲かるものな
のかというと、ある調査では宮司の年収は
１００万円以上３００万円未満が２５．２６パーセ
ントで、サラリーマンの給料よりははるかに低
く、いくつかの神社の宮司を兼業するか、他
の職業を兼業することで、生計をたてている
のが、実体であるとのことです。
　それでは、日本の神とは何なのか私も深く
考えることもなく、我が家にある神棚に手を

合わせてきましたが、島田裕已氏によれば日
本の神道には明確な教義も統一された教え
も無く、神社本庁では伊勢神宮の教義を神
道の本宗としたいとの思惑もあるようですが、
日本には「八百万（やおよろず）の神」が
いるとも言われているように、他の神社の理
解を得ることが困難なようです。
　いずれにしろ、日本には古くから伝わる神
話や言い伝えがあり、我が家の守り神をどう
するかは自分で選ぶしかなく、私は、私が生
まれ育った故郷の八幡神社を守り神として、
これからも尊崇して
いこうと考えていま
す。
　神社或いは日本の
神々に興味と関心の
ある方には、新潮新
書 の「 神 社 崩 壊 」
を一読されることを
お勧めします。


