
          第146 回 (最終回)ゴルフコンペ成績
令和元年 6 月 27 日（木）曇／［能登カントリー］参加 11 名

優　勝 木下　和吉
準優勝 水巻　啓光
第３位 中村　實博
ＢＧ 山上　公介

会長賞 安宅　雅夫
安宅会員には内堀会長から国宝級！？の花瓶が贈呈されました。

第2149 回 例会
7 月 4 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．出　欠
出　席　27 名　　欠　席　18 名
出席率　69.05%

２．米山奨学金授受
チャン・タイン・ハイさんから謝辞

３．新任の挨拶
中村芳明会長、大場幹事、辻奉仕プロジェクト統括委員長、
玉田会員開発統括委長、吉井クラブ運営統括委員長、
畠クラブ広報統括委員長

４．ニコニコボックス
中村（芳）君、大場君

今日から会長・幹事を務めます。皆様よろしくお願いします。
大村君　中村芳明会長・大場修幹事お世話になります。新会員野村

眞一郎君を迎えて
野村君　今期より仲間に入れていただきます。ご指導の程、よろし

くお願いいたします。
畠　君　中村会長、大場幹事一年間お疲れ様です。
中村（實）君

中村・大場丸の船出を祝して
松本君　野村さんと西さんをお迎えして
木下君　ゴルフ優勝ありがとうございました。
玉田君　今年二十八年勤めました社長を息子にバトンタッチ致しま

した。
安宅君　ゴルフ同好会において、内堀前会長寄贈による年間賞を手

にする事が出来ました。魚住ジュニアの作品で、力強い素
晴らしいものでした。内堀さん、同好会の皆さんありがと
うございました。

　　合計 19,000 円（累計 19,000 円）

理事会報告  
7 月 4 日（木）／ 出席者　12 名

◆審議事項
　①今年度予算案、8 月定例理事会で再審議
　②納涼例会事業計画及び予算案　詳細は例会で報告
　③その他 

第2150 回 例会 ガバナー補佐訪問例会
7 月 11 日（木）雨／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
石川第一分区ガバナー補佐　
宮永　満祐美　君

「ロータリーから得られたこと」　
２．出　欠

出　席　22 名　　欠　席　24 名
出席率　64.10%　　ビジター　1 名

３．来訪者（敬称略）
百万石ＲＣ　　宮永　満祐美

４．皆出席顕彰（敬称略）
32 ヶ年　　辻　　利陽
15 ヶ年　　中村　芳明
11 ヶ年　　中川　茂樹

　7 ヶ年　　松田　光代
　6 ヶ年　　向峠　仁
　4 ヶ年　　本田　正敏
　2 ヶ年　　渡邊　尚孝

５．お誕生日祝い（敬称略）
　3 日　　　辻　　利陽
　5 日　　　安宅　雅夫
29 日　　　本岡　三千郎

６．ご結婚記念日祝い ( 敬称略 )
　6 日　　　佐賀　務
　8 日　　　渡邊　尚孝

７．新入会員紹介
　野村眞一郎君（紹介者・大村君）
　西雅也君（紹介者・松本君）

８．ニコニコボックス
宮永ガバナー補佐

本日訪問させていただきました。よろしくお願いします。
中村（芳）君、大場君

ガバナー補佐をお迎えしてお話し楽しみにしています。
　　合計 7,000 円（累計 26,000 円）

■金沢市内 RC 9 月 例会変更
金　沢 RC
9 月 25 日（水）　休会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢西 RC
9 月　 6 日（金）　休会
9 月 27 日（金）　16:00 〜　創立５５周年記念式典
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢南 RC
9 月 17 日（火）　休会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
香林坊 RC
9 月　 2 日（月）　ANA クラウンプラザホテル金沢移動例会
9 月　 9 日（月）　ANA クラウンプラザホテル金沢移動例会
　　　　　　　　※東急ホテル改装のため移動例会
　　　　　　　　　両日ともメイクアップ可

■ 講話予定
● ９月   5 日（木）㈱アイザック取締役 R2610 地区パストガバナー　

中尾　哲雄氏「お礼をいうこと－犀潟駅の思い出－」
● ９月 12 日（木）明祥㈱代表取締役社長　折本　健次氏
● ９月 19 日（木）会員　佐賀　務君
● ９月 26 日（木）㈱加賀屋代表取締役　小田　禎彦氏

「これから１０年、観光の大変革」
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「浅野川暮色」

 訃報
森　大  君（享年 77 歳）
去る 7月 28 日、77 歳の生涯を閉じられ
ました。
1992 年 2 月に入会され、27 年にわたり
金沢北ロータリークラブ会員として共に
活動されてきました。
心よりご冥福をお祈りいたします。

西雅也新会員

野村眞一郎新会員

「金沢東茶屋街」●会員数／ 46 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　金沢市観音町3-4-45 TEL:076-252-2271 FAX:076-252-2273

●会長／中村　芳明 ●会長エレクト／中村　實博 ●副会長／水巻　啓光
●幹事／大場　修●副幹事／松田 光代 ●会場監督／渡邊 尚孝 ●会計／向峠 仁志
●クラブ会報委員長／中川 茂樹



　
2019 〜 2020 年度　国際ロータリーテーマ 2019 〜 2020 年度　金沢北ロータリークラブ会長メッセージ

ロータリーは世界をつなぐ ROTARY CONNECTS THE WORLD 笑顔で持続可能なロータリー  Sustainable Rotary Club With A SmileRI 会長　マーク・ダニエル・マローニー 会長　中村　芳明

「納涼例会夏祭りが盛大に」
クラブ会報委員長　中川　茂樹

に出会えました。こういう試みは、会員にとっ
て金沢北ロータリークラブが、より身近にな
り、親しみを感じることのできる数少ない場
所といえると思いますし、皆さんもそう感じ
ていると確信しています。だからこそ、毎
年継続して行われているのでしょう。

　来年の納涼例会には、僕の小さな新し
い家族を連れて参加したいと思っています。

　8 月 1 日午後 5 時より、松魚亭にて金
沢北ロータリークラブの納涼例会が行われ
ました。納涼例会は松本年度より四年連続
となり、すっかり夏の風物詩になりました。

　令和初の納涼例会も会員の家族、子供
たちがたくさん参加され、屋台やショーに
目を輝かせて楽しんでいました。なかなか
会員のご家族とお目にかかることがなく、
そういう意味でも納涼例会は意味のある会
だと思います。

　まずは、かき氷、射的、ポップコーン、パッ
トゴルフなどの屋台。子供だけではなく、
大人も童心に戻って、真剣に的を狙ってい
ました。景品をたくさん抱え、うれしそうな
子供たちが印象的でした。お手伝いしてく
れた会員は慣れない仕事に戸惑いながら、
なんとか勤めを果たしていました。ご苦労
様でした。
　その後、ピエロのパット君のショー。マジッ

ク、ジャグリング、皿回しなど多彩な芸と軽
快なトークで、子供たちの心を引きつけてい
ました。皿回しの途中で、手伝ってくれる
子供を募っていた
ときに、どうして
もステージに上が
りたかった女の子
を泣 か せてしま
い、ちょっと困っ
ていたパット君も
見物でした。

　 ショー の あと
は、お待ちかね
の食事タイム。松魚亭のおいしい食事と、
会員たちの家族交流や団らんは、見ている
だけで微笑ましい光景でした。その場でも
ピエロのパット君によるバルーンアートを披
露。子供たちはバルーンでできた剣などを
片手にお座敷を走り回っていました。

　年に一度、ほかの会員のお子さん、お孫
さんに会える納涼例会という機会。会員の
普段見せないおじいちゃんとしての優しい顔

 

ゴルファー

皿回し

会長ファミリー

ピエロと内堀ファミリー

ピエロのパットくん

歓談

第2148 回  最終夜間例会
6 月 27 日（木）曇り／ 18：30 〜 20：30［松魚亭］

１．式次第
①ロータリーソング ｢それでこそロータリー｣
②内堀会長挨拶
③向峠幹事挨拶　
④新旧会長・幹事バッチ交換
⑤松魚亭より会長・幹事へ花束贈呈
⑥ニコニコボックスの披露
⑦乾杯
⑧ゴルフ成績発表
⑨閉会の挨拶　中村（芳）会長エレクト
⑩ロータリーソング「手に手つないで」

２．出　欠
出　席　21 名　　欠　席　24 名
出席率　46.67%　　７月新入会員　2 名　　ご夫人　6 名

３．ニコニコボックス
大村君　内堀会長、向峠幹事たいへんご苦労様でした。お

世話になりました。
山上君　東京オリンピックペアチケット当たりました。「陸

上男子 100 ｍリレー決勝」ガンバレ日本！
内堀君、向峠君

最終例会を迎える事が出来ました。会員の皆様に感
謝します。

　　合計 8,000 円（累計 758,000 円）


