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優　勝 佐賀　　務
準優勝 松本　範夫
第３位 木下　和吉
B Ｂ 大村　精二

第2140 回 例会
4 月 18日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
会員　喜多　利行　君

「SDGs への取り組み」
２．出　欠

出　席　17 名　　欠　席　28 名
出席率　39.53%　　ビジター　2 名

３．来訪者（敬称略）
白山石川 RC　　永瀬喜子
金沢西 RC　　　辻　卓

４．幹事報告
・永瀬喜子ガバナー補佐来会のご挨拶
・事務局退職の件

５．ニコニコボックス
石川第一分区 B ガバナー補佐（白山石川 RC）　永瀬君

先日の訪問から間もないのですが、４回目のお邪魔になり
ます。美しい桜に続く若葉の中、皆様のロータリアン愛を
感じて行きたいです。

内堀君、向峠君
本日のゲスト、喜多君のお話を楽しみにしています。

佐賀君　4 月 13 日、金沢北 RC ゴルフコンペにて、計らずも優勝さ
せて頂きました。ダブルぺリアの奇跡のおかげですが、運
も実力のうちと思い、カニ、ノドグロ、エビなど家族で美
味しくいただきました。

　　合計 10,000 円（累計 657,000 円）

第2141 回 例会
5 月 9日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
田辺　とおる　氏

「ドイツの地方劇場専属オペラ歌手　
　　　　　　　　　つまり、中小企業のサラリーマン歌手だった僕」

２．出　欠
出　席　31 名　　欠　席　14 名
出席率　68.89%　　ビジター　1 名

３．来訪者（敬称略）
百万石 RC　　柿木 健雄

４．お誕生日祝い（敬称略）
　6 日　　　越田　和好
18 日　　　木村　功一
22 日　　　佃　　一成
23 日　　　松本　範夫
31 日　　　森　　　大

５．ご結婚記念日祝い ( 敬称略 )
　6 日　　　喜多　利行
17 日　　　野村　千秋
19 日　　　内堀　　茂
20 日　　　木村　康徳
29 日　　　伊東　尚毅

６．ニコニコボックス
佃　君　誕生日に参加できました。８０才になりました。
松本君　誕生月です。７７になりました。
越田君　誕生祝いありがとうございます。
畠　君　事務局体制が変わり緊張しています。

合計 13,000 円（累計 670,000 円）

第2142 回 例会
5 月 16日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
サクソフォン奏者
中田　真砂美　氏

「サクソフォンの魅力について」　
２．出　欠

出　席　27 名　　欠　席　18 名
出席率　60.00%

３．幹事報告
・５月 30 日、臨時総会

４．ニコニコボックス
内堀君、向峠君

本日のサクソフォン奏者中田真砂美様をお迎えして
合計 4,000 円（累計 674,000 円）

第2143 回 例会
5 月 23日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
PFU ブルーキャッツ　
福田　一郎　氏
「企業スポーツを通じた　まちづくり

への貢献（模索中）」
２．出　欠

出　席　23 名　　欠　席　22 名
出席率　51.11%　　ビジター　3 名

３．来訪者（敬称略）
東京八王子北ＲＣ　　鈴木秀雄
百万石 RC　　金　　沂秀
金沢 RC　　　冨木　隆夫

４．ニコニコボックス
中村（實）君、向峠君

PFU ブルーキャッツ福田一郎氏をお迎えして。お忙しい中
おいでいただきありがとうございます。本日の卓話楽しみ
にしております。
内堀会長の叙勲を祝して。心よりお祝い申し上げます。

大村君　内堀さん叙勲受章おめでとう。心からお祝い申し上げます。
畠　君　会長  受章、心から祝福いたします。おめでとうございます。

合計 7,000 円（累計 681,000 円）

■ 講話予定
7/11（木）ガバナー補佐訪問 宮永 満祐美君

「ロータリーから得られたこと」
7/18（木）ガバナー公式訪問 松本 耕作君　「one step ahead」
7/28（木）アリス国際学園 理事長 竹澤 敦子氏 

「外国人技能実習生の受入れについて（仮）」
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欧州を旅して…欧州の今・・・
会　員　畠　善昭

歴史と芸術も一流でした

沢山ある見どころの中で紹介したいところは沢山
ありますが紙面の関係で必要最低限のところを記
すことといたします。
1.　シェーンブルン宮殿
手入れが行き届いている公園で世界遺産にも
なっています。
モーツアルトもマリーアントワネットもこの地で大成
しました。

2.　ハプスブル博物館
絵画だけでなく古代エジプト　ギリシャ　ローマ
の彫刻やコインのコレクションまであり、そのこと
で美術館でなくて美術館付き博物館と言われて
いる。

3.　オペラ座
1869 年に完成した客席 2324 席、面積 8709
平米のネオルネッサン様式。
大劇場で音楽の都ウィー
ンの音楽文化の中心と
言えるところです。
世界に誇るウィーン・ウィ
ルハーモニー管弦楽団
やウィーン少年少女合唱
団がここを本拠地として
いることは皆様ご承知の
通りです。
今回は東京芸大のご出

　毎年確定申告を終え
ての恒例行事に、私が
絡んでいる上場企業
「日本M＆Aセンター」
の世界会議に参加し
た。今年はフランス　
花の都と言われている
パリで総勢 600 名の
参加で開催されました。
私は、黄色いベスト運
動で揺れ動いていたパ
リから、ウィーン、プラハへと回ってきました。
ロータリーの会員諸兄はパリについては沢山の知
識や情報もあるかと思いますので今回はウィーン
について私の知り得たことを申し上げ、皆様方の
ご批判を頂ければと思います。

モーツァルトをはじめ音楽の巨人を生んだウィーン

ウィーンは欧州の中央部のオーストリアの頭部に
ある首都であり、周囲を校正する九連邦州のひ
とつであります。
ドナウ川の両岸に位置し古くからゲルマン世界と
スラブ世界を結ぶ文化上の交流点があった地域
です。
人工は186 万人と聞き及びました。
ウィーンの街は沢山のカフェがありこのウィーンの
カフェ文化は「無形文化遺産」になっています。
朝食に出てくるカフェツェントラルは午後になると
その専門店はほとんどお
店に入れないくらいの繁
盛ぶりです。
ウィーン風朝食を一回食
べてみたいと思ったのは
私だけでなく、訪れた人
の共通の思いであったと
思います。
このウィーンは「リング」
と呼ばれている環状線の
大道路脇にある。かつて

は、この周りに城壁がたてられていた。この丘陵
地帯には広大なウィーンの森が広がり、このよう
な風光明媚な緑地帯を持つ都市もまた珍しい。
聞けば 1278 年にスイスの地方貴族だったハプ
スブルグ家がウィーンに本拠地を移したことがこ
のウィーン発展の始まりであると言われている。
17 世紀以降は中欧文化の集積地として、個性
豊かでユニークな文化が数多く生まれたのも納得
でした。
ウィーン庁舎やオペラ座など豪華な建物が建てら
れ「都市大改造計画」の一端として、ドナウ川
の治水工事も行われ、川の中央のドナウインゼ
ルは水道のリゾートとなっていた。

勢いのあるバイオテクノロジー業界の育成に向
けての国家戦略か

1989 年のベルリンの壁崩壊も中欧諸国からも
ウィーンの価値を甦えさせたよう思えた。
人工も順調に増え始め一
時は150 万人を切ってい
たが、今は186 万人と増
加し2030 年には200 万
人に回復すると言われて
いる。
そんな中で最近ウィーンは
バイオテクノロジー業界の
育成が功を奏し、同時に
中東欧における主要な地
位を築き上げようとしてい
ます。
その為ウィーンに拠点を置く金融機関の買収を通
じて中東欧で業務を拡大し、金融の中心をワル
シャワと競い合っており、ウィーンは急激で大きな
変貌を遂げている。
また、観光にも力を入れ今ではフランスパリに次
いで世界 2 位となっていることも特質すべきこと
です。

身であるバイオリン演奏者の鈴木　舞さんが同行
し夜は演奏会、昼は解説付きで素人の私たちに
とって大変分かりやすく音楽全体について解説し
て頂きました。

4. 夜はオーストリア帝国で、かつてバルカン半島
に勢力を伸ばした関係の「トラム」に乗車して夜
のウィーンを堪能してきました。あんまり治安はよ
くありません。
今回のパリ、ウィーン、このプラハもどの国も治
安は今一つでした。ロータリの会員諸兄にはいか
れる時はくれぐれもご用心を。
3月 23日パリ。シャルル・ド・空港から日本に
帰国しました。フライト時間は15 時間ほどで疲
れたという印象しかありません。先達が言われた
若いときは遠方を旅し齢とともに近くへ旅行先を
変えていく。今となっては理解できます。最後ま
でお読みいただきましてありがとうございました。
Merci

第2139 回 金沢百万石 RC 合同お花見夜間例会
4 月 11日（木）晴れ／ 18：30〜 20：30［松魚亭］

１．《点　鐘》
①ロータリーソング斉唱
②開会挨拶　　　　金沢北 RC　　内堀　茂会長 
③乾　　杯　　　　百万石 RC　　武藤　清秀会長
④ニコボックス披露 
⑤高級赤ワイン本物クイズ 金沢北 RC　木村　功一　君
⑥講　　話「チーズと白ワインの相性について」
　　　　　　㈱ためひろ代表取締役 為廣　薫　氏（金沢東 RC）
　歓談
⑦閉会挨拶　金沢北 RC　中村芳明会長エレクト

２．ニコニコボックス
金沢百万石 RC　武藤君

本日は最高の花見日和にご招待いただきお世話になります。
ゆっくりと楽しませてもらいますのでよろしくお願いします。

金沢百万石 RC　大路君
７月から会長に就任します。金沢北 RC の皆様よろしくお
願いします。

内堀君、向峠君
百万石 RC 様をお迎えして。

合計 9,000 円（累計 647,000 円）
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