
理事会報告  
8 月 8 日（木）／ 出席者　11 名

◆ 審議事項
　① 今年度予算　　（承認）
　② 10 月 17 日京都洛北 RC との合同夜間例会予算案　　（承認）
　③ 講師謝礼について　　（承認）
　④ 米山梅吉記念館創立 50 周年特別寄付について
　　 希望者は事務局へ連絡しクラブがとりまとめて寄付　　（承認）
◆ 報告事項
　　 会長より　RLI 参加希望者は事務局へ申込

第2155 回 例会
8 月 22 日（木）雨／ 12：30 〜 13：00［松魚亭］

１．出　欠
出　席　21 名　　欠　席　24 名
出席率　74.29%

２．ベルギー交換留学生受入れ報告
ホストファミリー受入　吉井清君、本田正敏君

３．出産祝い
中川　茂樹君（８月１０日）

４．ニコニコボックス
中川君　8 月 10 日午前 5 時 11 分 3510 グラムで待望の女の子を授

かりました。名前は「智晴（ちはる）」と名付けました。
中村（芳）君、大場君、中村（實）君

中川君のお子様誕生をお祝いして
※故森会員お別れ会挙行のため短縮例会

　　合計 8,000 円（累計 73,500 円）

第2156 回 例会
8 月 29 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
会宝産業㈱代表取締役社長
近藤　高行　氏　

「SDG ｓによる経営」　
２．出　欠

出　席　25 名　　欠　席　20 名
出席率　81.08%　　ビジター　1 名

3．来訪者（敬称略）
金沢南ＲＣ　　松本　要

４．米山奨学金授受
チャン・タイン・ハイ氏より謝辞

５．ニコニコボックス
中村（芳）君、大場君

講師に近藤様を迎えお話楽しみにしています。
内堀君　今夜の私のお祝いの会に多くの方々の出席をいただきあり

がとうございます。
中村（實）君　先日、世界遺産の「百舌鳥・古市古墳群」を上空か

ら見学してきました。小さな「ヘリコプター」でちょっと
怖かったですが、大変美しい姿で感激でした。

山上君　あさってロサンゼルスで大谷翔平の試合見てきます。
野村君　中川会員 初子おめでとうございます。

　　合計 15,000 円（累計 88,500 円）

軽井沢遠征ゴルフコンペ  
9 月 10 日　ゴルフコンペ　中軽井沢カントリー　参加１２名

合同懇親会　くつかけステイ

9 月 11 日　東京小石川 RC 合同ゴルフコンペ　大浅間ゴルフクラブ
　参加１０名

■金沢市内 RC 11 月・12 月・年始例会変更
金　沢 RC
11 月 13 日（水）　休会
11 月 20 日（水）　18：00 ～　ホテル日航金沢「夜間例会」
12 月 11 日（水）　18：00 ～　ホテル日航金沢「イヤーエンドパーティ」
12 月 25 日（水）　休会
1 月　 1 日（水）　休会
1 月　 8 日（水）　1/9 金沢８ＲＣ新年合同例会へ振替

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢東 RC
11 月 11 日（月）　休会
12 月　 9 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 23 日（月）　休会
12 月 30 日（月）　休会
1 月　 6 日（月）　休会（1/9 金沢８ＲＣ新年合同例会へ振替）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢西 RC
11 月　 1 日（金）　地区大会へ振替休会
11 月 22 日（金）　「５ＲＣ合同例会」振替
11 月 29 日（金）　休会
12 月 20 日（金）　18：00 ～　金沢東急ホテル「クリスマス例会」
12 月 27 日（金）　休会
1 月 10 日（金）　1/9　金沢８ＲＣ新年合同例会へ振替

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢南 RC
11 月　 5 日（火）　地区大会へ振替休会
11 月 19 日（火）　休会
12 月 17 日（火）　18：30 ～　ホテル日航金沢「年忘れ家族会」
12 月 24 日（火）　休会
1 月　 7 日（火）　1/9　金沢８ＲＣ新年合同例会へ振替

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
香林坊 RC
11 月 11 日（月）　職業奉仕クラブフォーラム例会
12 月 16 日（月）　18：30 ～　金沢東急ホテル「年忘れ家族会」
12 月 23 日（月）　休会
1 月　 6 日（月）　1/9　金沢８ＲＣ新年合同例会へ振替

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
みなと RC
11 月　 5 日（火）　地区大会へ振替休会
11 月 19 日（火）　18：30 ～　「５ＲＣ合同夜間例会」
12 月 17 日（火）　18：00 ～　年忘れ家族親睦夜間例会
12 月 24 日（火）　休会
1 月　 7 日（火）　1/9　金沢８ＲＣ新年合同例会へ振替

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
百万石 RC
11 月 21 日（木）　19：00 ～　ホテル日航金沢

「オープンロータリー例会」
11 月 28 日（木）　19：00 ～　招龍亭「会場変更例会」
12 月 12 日（木）　19：00 ～　スコール金沢「会場変更例会」
12 月 19 日（木）　19：00 ～　ホテル日航金沢「年忘れ例会」
12 月 26 日（木）　休会

■ 講話予定
● 11 月   7 日（木）休会（地区大会に振替）
● 11 月 14 日（木）三宅　純子氏
● 11 月 21 日（木）移動例会・ＴＤＹ展示場訪問
● 11 月 28 日（木）㈱加賀屋代表取締役　小田　禎彦氏
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「浅野川暮色」

「金沢駅・鼓門」●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

全てに通じる物事への取り組み方
　令和元年７月から金沢北ロータリークラ
ブに入会させていただきました弁護士の西
雅哉と申します。
　これまで、大学入試（受験生時代以上
に現在この分野に興味があります。変態で
すね（苦笑）。）、司法試験、将棋、英語
の学習、ＴＶゲームに時間を割いてきまし
た。そして、大学入試→富田一彦先生（代々
木ゼミナール英語科講師）、司法試験→山
口真由さん（東大首席、旧司法試験一発
合格、弁護士）、将棋→羽生善治先生（永
世７冠）、英語の学習→中田達也先生（英
単語学習の科学）、ＴＶゲーム→梅原大吾
さん（プロゲーマー）らその道の成功者・
代表者らの方の本を読むようにしてきました。
　ここでは、そこから得られたことを簡潔に
帰納してみたいと思います。
　まず、基本を徹底的に極めることは全会
一致ですべての分野のエキスパートが述べ
ていることでした。基本とは、簡単という
意味ではなくて、どの問題に取り組むに際
しても汎用性があり、未知の問題に対して
応用の効く知恵と呼ぶべきものを指します。
英語であれば英文法等の英文読解のルー
ル、司法試験であれば基本的な論点・法
解釈の理解、将棋であれば定跡（又は定
石）、ゲームであれば基本的な操作方法や

攻略法でしょうか。そして、基本を身に着
けるためには、①我流ではなく先人が確立
した知恵を対象とし、なぜそうなるかを理解
しながら学ぶこと（丸暗記ではなく自家薬
籠中の物とすること）、②それを実践してい
くこと（インプットにとどまらず現実に使える
レベルに高めること）、③基本を反復・継続
し、無意識化するレベルに高めること（反復・
継続は最低でも５～７回）が必要です。
　（ア）座学・インプットと（イ）実践・ア
ウトプットの比率は分野によって異なります。
基本的には世間一般の認識よりも（イ）の
比率を高めるべきですが、将棋など（ア）
の比率を高めるべきものもあります（同レベ
ルの人と何回も対局数をこなすよりもプロの
書いた本を何度も読み返す方が棋力は伸び
ます）。この比率は自分で体感して黄金比
を見つけなければなりません。
　そして、基本を一通りマスターしたら（実
はこの時点でどの分野でも及第点・合格ライ
ンに達します。）、それから先は自分の道を
作っていくことになります。最初から自分の道
を作って成功する人はまずいないようです。
　経営・事業やスポーツもおそらくそうなの
ではないかと思っております。
　私が本を読み、上記のエキスパート達の
意見に接した限りでは、この方達は、例外
なく、①基本を徹底し扇動者に流されない

私の名刺　
西　雅哉（にし　まさや）
S52.11.20 生まれ
西徹夫法律事務所
職業分類：民間弁護士

新しい家族を迎えて
会　員　中川　茂樹

　8月 1日の納涼例会に、妻、円華と参
加しました。妻は妊娠中で予定日は12日
ということでしたので、そのとき妻のお腹は
はちきれそうに大きくなっていました。皆さ
んにたくさんの励ましの言葉をいただき、元
気づけられました。ありがとうございました。

　そして、ついにその日を迎えます。

　8月9日のお昼に少量の破水をし、念の
ためクリニックへ受診。そのまま入院するこ
とになり。10日の未明に「今から来て！」
という妻からの電話で呼び出され、出産に
立ち会い、午前 5時 11 分に3510グラム
という大きな女の子が産まれました。名前は
「智晴（ちはる）」と名付けました。

　以前より、僕に臍帯を切ってほしいと妻
に頼まれていまし
たが、仕事上実
際立ち会えるの
か心配していまし
た。しかし、賢
い娘は僕が立ち

強い意思・自信を持っていること、それと
同時に、②時代の流れに逆らうのではなく、
それに対応していく柔軟さを持っているこ
と、③統計学、脳科学といった科学分野も
積極的に援用すること等ができているよう
に思います。
　ロータリーでの交流及び奉仕活動に対し

会えるときにちゃんと出てきてくれました。
　先生が取り出してくれたとき、しばらくぐっ
たりしていましたが、5秒ほどして大きな声
で鳴き始めました。その鳴き声を聞いたと
き、なんとも言えない幸せな気持ちと、ほっ
とした気持ち、妻への感謝の気持ちで少し
だけ泣いてしまいました。

　ロータリアンとして、この歳で第一子を授
かることができ
たことは、僕と
妻にとってかけ
がえのない幸
せです。みな
さんで智晴の
成長を見守っ
ていただけれ
ば幸いです。

ても、上述したような、これまで取り組んで
きた分野から共通して得られた知見を元に
臨んでいくことができればということを入会
に際しての私の想いとし、今回の文章を締
めさせていただきます。皆様、よろしくお願
いいたします。

以　上


