
第2123 回 例会
11 月 29 日（木）曇り／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
北村労務会計士事務所　
室田　律子　氏
「奇跡の軌跡～受け入れる力～」　

２．出　欠
出　席　28名　　欠　席　20名
出席率　63.64%

３．ニコニコボックス
内堀君、向峠君

本日の講師、室田律子様をお迎えして。お話を楽しみにし
ています。

　　合計 4,000 円（累計 412,000 円）

■ 11 月クラブ日誌
●  1  日（木） 日本伝統工芸展鑑賞　　　　　  石川県立美術館にて
●  4  日（日） 第４９回金沢市少年柔道大会　  石川県立武道館にて
●  8  日（木） １１月定例理事会　　　　　　　　　　  松魚亭にて

第2124 回 例会  クラブ年次総会
12 月 6 日（木）雨／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
ハープ奏者　平尾　祐紀子　氏
「ハープの調べ」　

２．出　欠
出　席　30名　　欠　席　18名
出席率　68.18%　

３．幹事報告
・クラブ年次総会にて次年度理事の発表
・例会終了後に１２月定例理事会開催
・来週の例会終了後に、次年度理事会開催

４．お誕生日祝い（敬称略）
10 日　　　木下　和吉
12日　　　大場　　修

５．ご結婚記念日祝い ( 敬称略 )
20 日　　　木下　和吉

６．ニコニコボックス
内堀君、向峠君

平尾祐紀子氏のハープの調べを、楽しみにしております。
木下君　誕生月、結婚記念月です。お祝い頂き有難うございます。

　　合計 6,000 円（累計 418,000 円）

■ 12 月クラブ日誌
●  6  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
● 13 日（木） 次年度例理事会　　　　　　　　　　　  松魚亭にて
● 20 日（木） 年忘れ会　　　　　　　　　　　　　　  松魚亭にて

第2125 回 例会
12 月 13 日（木）雨／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
映像クリエーター　モリ川ヒロトー　氏
「金沢人の美意識の元
　“金澤美意識原器を巡る
　　　モリ川の考察＆創作活動について」

２．出　欠
出　席　27名　　欠　席　21名
出席率　61.36%　　ビジター　3名

３．来訪者（敬称略）
金沢南ＲＣ　　園田貴之　　奥田孝行　　片岡洋一

４．幹事報告
・金沢南ＲＣより、創立５０周年のＰＲ
・例会終了後、次年度理事会開催

５．ニコニコボックス
金沢南ＲＣ　園田君、奥田君

本日は、金沢南ロータリークラブ創立５０周年記念事業の
ＰＲに伺いました。宜しくお願い申し上げます。

内堀君、向峠君
本日の講師、モリ川ヒロトー様のお話を楽しみにしています。

大場君　昨日で５９歳になりました。有難うございます。
合計 8,000 円（累計 426,000 円）

理事会報告  
12 月 13 日（木）／ 出席者　13 名

◆審議事項
　①第４９回金沢市柔道大会決算報告　承認
◆協議事項
　①東京小石川RC友好訪問の件　２月１５日（金）～１６日（土）
◆その他
　①ガバナー支援金　金沢市内ロータリアン、一律お一人 5，000 円

第2126 回 例会  年忘れ会
12 月 20 日（木）晴れ／ 18：30 〜 21：00［松魚亭］

１．出　欠
出　席　26名　　欠　席　22名
出席率　59.09%　　ご家族　13名（内お子様 2名）

２．《例　会》
①点　鐘　　　　　本田例会運営委員長
②ロータリーソング ｢それでこそロータリー｣
③内堀会長挨拶
④松魚亭さんへお歳暮　
⑤ニコニコボックス披露
⑥点　鐘

３．《年忘れ会》
①開会の挨拶　　　木村（康）親睦活動委員長
②乾杯　　　　　　内堀会長
③魚住為楽・作品展抽選会
④片町メンズクラブ♪コンサート
⑤閉会の挨拶　　　中村（芳）会長エレクト
⑥ロータリーソング ｢手に手つないで｣

４．ニコニコボックス
内堀君、向峠君

本日は多数のご参加、有難うございます。年忘れ会を楽し
みましょう。

中浦君　今年一年間、浅田屋各店をご利用いただき、誠にありがと
うございました。来年も宜しくお願い致します。

合計 6,000 円（累計 432,000 円）

■ 講話予定
● １月 17 日（木）年男「今年の抱負」（畠君、玉田君、的場君）
● １月 23 日（木）年男「今年の抱負」（佐賀君、大場君、丹羽君）
● １月 31 日（木）地区米山奨学生担当委員長　村中高次郎氏
● ２月   7 日（木）（株）トラステック　代表取締役　島　淳一氏
　　　　　　　　　「妻の病気、神戸の震災、
　　　　　　　　　　　　　　リーマンショック、だから今がある」
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「浅野川暮色」

「金沢城公園」●会員数／ 48 名 ●クラブ設立／昭和 48 年 10 月 3 日
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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
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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

年忘れ会をふりかえって
親睦活動委員長　木村　康徳

信寿司 玄関にてザ・カントリークラブ能登

ゴルフ同好会奥能登遠征
ゴルフ同好会幹事　山上　公介

「秋色に染まる裏磐梯五色沼・仙台牛タンと日本三景松島」を旅して
会員　的場　晴次

＜はじめに＞
　去る 12 月 20 日（木）、平成最後の金沢北ロー
タリークラブ「年忘れ会」が盛大に行われました。
会員 26 名、ご夫人 11 名、ご家族 2 名の総勢 39
名と大変多くの方にご参加いただきました。恒例
の魚住為楽展抽選会に加え、金沢屈指のアカペラ
グループ ｢片町メンズク
ラブ｣ のコンサートと、
ちょっと贅沢な時間を皆
さまと共有しました。

＜魚住為楽展 抽選会＞
　今年も人間国宝魚住為楽先生から、この日のた
めに特別な 5 作品を出展いただきました。砂張
｢ミニ銅鑼｣ ｢茶杓｣ ｢卓上花入｣ と順調に抽選は
進み、今回初出展の ｢ペンダント ( 鯛の鯛の鯛 )｣
へ。たくさんの応募の中から引き当てられた方は、
なんと今日 2 度目の当選の松田会員でした。こ
ういうこともあるのですね。そして本日最も高価
な ｢水指｣ を手にされた
のは、内堀会長でした。
当選された方おめでとう
ございました。魚住先生、
そしてご応募をいただき
ました皆さま、本当にあ
りがとうございました。

＜片町メンズクラブ・コンサート＞
　松魚亭さんの美味しい料理もほぼ出揃った頃、
本日のメインイベント ｢片町メンズクラブ｣ の登
場です。全員アマチュアでありながらコンサート
はいつも満席、知る人ぞ知る実力派アカペラグ
ループです。年末の慌ただしいこの時期に、ほぼ
フルメンバーが集まってくれました。
　オープニングの ｢いざ起て戦人よ｣ に続いて
｢もみの木｣ ｢ホワイトクリスマス｣ ｢ジングルベ
ル｣ と、場内は Xmas ムード一色に。ドイツ式
乾杯の歌 ｢アインプロジット｣ で改めて乾杯した

　今年度初開催、穴水・和倉・志賀と回ってまい
りました。
　１１月１１日（日）ザ・カントリークラブ能登

（穴水）参加１４名、快晴・無風。
　優勝した安宅雅夫君のコメント。スコアは悪
かったが（珍しい１００叩き。戦略的？）ハン
ディに恵まれ優勝できました。日ごろの行いが
良い？と、こんなご褒美もある、エヘン！一同
ゲンナリ（笑）
　夕食、信寿司（和倉）参加１４名。能登の刺身・
焼き魚に、〆の寿
司のコースに飲み
放題がついて、昼
間のスコアを肴に
大 い に 盛 り 上 が
り、愉快な時間を
過ごしました。

　年に一回の旅行をと、今年は９月に旅行会社に韓
国旅行を申し込みしたが、すでに予約が一杯で１２
月半ば以降でなければ予約が取れないとの事で、韓
国を諦め国内旅行に計画を変更。
　ネットで旅行会社を検索したところ、表題の旅が
目に留まり予約を入れたが、１０月は満席で１１月
しか席が空いておらず、やむを得ず１１月の予約を
する事にした。
　金沢駅西口を午前７時１０分発のバス旅行で、バ
スに乗り込むと、同行者はほとんどが私よりも人生
の先輩と見受けられる夫婦連れ。
　バスが出発すると、隣の席の奥様が日本酒のカッ
プを取り出すと豪快に一
杯。元気な人生の先輩に
こちらはびっくり。
　バスはひたすら裏磐梯
を目指して疾走するが、

後は、水戸黄門のテーマ曲 ｢嗚呼人生に涙あり｣
｢加賀の女｣ ｢男はつらいよ｣ と我々世代に嬉しい
選曲。｢ウイスキーがお好きでしょ｣ では、うっ
とりするテナーボイスに会場は最高潮に。ここで

「みんなで歌いましょう！」と MC が入り、歌詞
カードが配られ、唱歌 ｢ふるさと｣ の大合唱。何
年かぶりに ( おそらく小学校以来 ) フルコーラス
を歌い、とても心が温まりました。そしてラスト
は｢この街で｣、夫婦の絆を歌う感動の名曲でした。
名残惜しさの中、どこからともなく巻き起こるア
ンコールに応えて、｢メリージェーン｣ で、あっ
という間のコンサートの幕が下りました。

＜手に手つないで＞
　中村（芳）会長エレクトの閉会の挨拶の後、恒
例のロータリーソング ｢手に手つないで｣ で会場
はいつものように輪になったその時、片町メンズ
クラブがこの日のために練習してくれた ｢手に手
つないで｣を披露してくれました。そしてメンバー
も輪に加わり、全員で ｢手に手つないで｣ の大合
唱！いつもは伴奏付きですが、アカペラの ｢手に
手つないで｣ はとても新鮮で、いつも以上に連帯
感が増したのではないでしょうか。

＜所感＞
　今回は宴会の最後にコンサートを持ってくると
いう試みでしたが、皆さまいかがでしたでしょう
か。片町メンズクラブの歌に合わせてリズムを
とったり、一緒に歌ったりする方も多く、もう少
し長く聴いていたいと思ったのは私だけでしょう
か。｢ふるさと｣ や ｢手に手つないで｣ の大合唱も、
あの場でしか味わうことのできない心に残るもの
となりました。
　近頃急に仕事が忙しくなり、親睦活動委員長
としての職責をまっとうできておりませんが、｢
楽しかった｣ とのお言葉を多数頂戴し、胸をな
でおろしているところです。
　最後に、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。

　宿泊、スイート和倉（コンドミニアム）大部屋
３室を１１名で分泊。落ち着いた色調の内装は、
高級ホテル仕様。昼の疲れもあって、皆さん早々
にバタンキュー。
　１１月１２日（月）朝食「あえの風」
宿泊先から徒歩５分の程よい散歩をしてから、会
場に到着。和洋の充実メニューに、一同さすが加
賀屋のバイキング！と満足げ。
　能登ゴルフ（志賀）参加１０名（曇り、時々小雨）
　優勝したのは、満を持してこの日ゴルフのみ参
加の松本君。前日
の喜寿の祝いから
駆け付けた甲斐あ
り、「カッカッカ」
会心の高笑いが、
パーティ会場に響
きました。

添乗のガイドさん曰く、裏磐梯の紅葉はすでにピー
クを過ぎており、途中の紅葉を楽しんで下さいとの
こと。紅葉のピークを過ぎた裏磐梯五色沼を散策し、
午後５時３０分に仙台のホテルに到着。
　早速、牛タン専門店で夕食を取ったが、残念なが
ら私の口には合わず、早々に仙台駅前で仙台名物の

「萩の月」等を購入。
　翌日は、塩釜市の株式会社武田の笹かまぼこの工
場見学と、遊覧船での松島湾めぐりを楽しんだが、
東日本大震災の影響で、多くの小島が浸食を受けたと
のこと。自然の脅威を改めて感じた。
　最後に瑞巌寺を見学し帰途につい
たが、バスはひたすら金沢に向けて
走り続け、金沢駅西口に午後９時
３０分に無事到着。
　家について、お土産の笹かまぼこ
を肴に飲んだビールが旨かった。

内堀会長、開会のご挨拶

名司会の木村親睦委員長 中村（芳）会長エレクト
閉会のご挨拶

片町メンズクラブ

魚住為楽さんの「水指」は、
内堀会長の手に


