
第2157 回 例会
9 月 5 日（木）くもり／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
㈱アイザック　取締役相談役、
RI ２６１０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 -」　
２．出　欠

出　席　24 名　　欠　席　21 名
出席率　72.97%　　ビジター　2 名

３．来訪者（敬称略）
富山西ＲＣ　　中尾哲雄
香林坊ＲＣ　　水内健之

４．皆出席顕彰（敬称略）
47 ヶ年　　大村　精二
43 ヶ年　　木下　和吉

５．お誕生日祝い（敬称略）
　1 日　　　濵井　弘利
　8 日　　　中村　實博
15 日　　　大村　精二
22 日　　　佐賀　務
22 日　　　喜多　利行

６．ニコニコボックス
中尾君
中村（芳）君

講師に中尾様を迎えお話楽しみにしています。
大村君　47 ヶ年皆出席の顕彰をいただき、また、誕生祝をいただき

（満八十八才）健康に感謝、ロータリーに感謝
松本君　私の孫がロータリーの交換留学制度でアメリカ・テキサス

州へ行きました。息子の時はあまり心配しませんでしたが、
孫となると心配ですね。

中村（實）君
パストガバナー中尾さんの卓話楽しみにしております。ま
た、今日誕生日プレゼントありがとうございます。67 才に
なります。まだまだ人生模索中です。

　　合計 19,500 円（累計 108,000 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

第2158 回 例会
9 月 12 日（木）くもり／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
明祥㈱　代表取締役社長
折本　健次氏

「医薬品の医療流通についての
よもやま話」　

２．出　欠
出　席　27 名　　欠　席　18 名
出席率　75.68%　　ビジター　2 名

３．来訪者（敬称略）
金沢西ＲＣ　　辻　卓
香林坊ＲＣ　　水内　健之

４．RLI パートⅠ修了書授与
中村　實博君
大場　修　君

５．ニコニコボックス
中村（芳）君、大場君

講師に折本様を迎えお話楽しみにしています。
木下君　４３年の友情に感謝して
中村（實）君
　　　　昨日無事に軽井沢より帰省いたしました。東京小石川 RC

の皆様との楽しいゴルフを満喫させて頂いた二日間でした。
お礼申し上げます。最近頓に飲む薬の数が増えてきており
本日の折本氏の卓話を楽しみにしております。

　　合計 8,500 円（累計 116,500 円）

理事会報告  
9 月 12 日（木）／ 出席者　11 名

◆ 審議事項
　①納涼例会決算報告
　②委員会事業の事業計画及び予算案
　　・京都洛北 RC との合同ゴルフコンペ及び小旅行
　　・日本伝統工芸展
　　・第５０回金沢市少年柔道大会
　③理事会へ参加できない場合の委任状について
　④令和元年８月九州北部豪雨災害義援金取りまとめについて
◆ 報告事項
　 京都洛北 RC 合同夜間例会催し物の件

第2159 回 例会
9 月 19 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
会員　佐賀　務　君

「我々は、どこから来てどこへ行くのか」
２．出　欠

出　席　21 名　　欠　席　24 名
出席率　70.27%　　ビジター　3 名

３．来訪者（敬称略）
金沢西ＲＣ　　辻　卓
香林坊ＲＣ　　水内　健之
百万石ＲＣ　　谷　伊津子

４．８月九州北部豪雨災害義援金募金箱設置
５．ニコニコボックス

中村（芳）君、大場君
本日は佐賀先生のお話楽しみにしています。

中村（實）君
佐賀先生の講話を楽しみにしています。

　　合計 5,000 円（累計 121,500 円）

■ 講話予定
● 12 月   5 日（木）会員　西雅哉君「私の名刺」
● 12 月 12 日（木）会員　野村眞一郎君「私の名刺」
● 12 月 19 日（木）年忘れ会
● 12 月 26 日（木）休会

発行  2019.11.14thu NO.961

「浅野川暮色」

「秋の兼六園」●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
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中軽井沢カントリークラブ

懇親会

優勝・安宅会員

大浅間ゴルフクラブ

軽井沢紀行（東京小石川ロータリークラブとの合同ゴルフコンペ）
会　員　屶網　大介

■ ９月１０日（火曜日）
車で軽井沢に直行する３名を除く金沢北の参加者
９名は、金沢駅に集合し、午前６時１３分発「は
くたか」に乗車，軽井沢に向かいました。軽井
沢駅到着後ジャンボタクシーに揺られ、蕎麦畑と
浅間山（好天でしたが快晴とまではいかず浅間
山頂付近は雲で覆われていました）を眺めながら
２０分、中軽井沢カントリークラブに到着しました。
スタートホール付近で、東京小石川の皆様と記
念撮影をした後、各々、ラウンドを開始しました。
初日はコンペではなく練習ラウンドということで、
名門コースの景色と、ハーフ終了後のテラスで
の食事（この時期の金沢だと暑くてテラスで昼
食をとる気はし
ません）を楽
し み な が ら、
ゆったりとした
時間を過ごしま
した。
　宿泊場所である「くつかけスティ」で懇親会
があり、お土産交換等でクラブ間の親交を深め
るとともに、明日のコンペ（個人戦のみならずク
ラブ対抗の団体戦があります）での健闘を誓い
合いました。東京小石川の参加者は頻繁に軽
井沢を訪れるそうで、これからが軽井沢の本格
的なシーズンであることを話してくれました。
　金沢北クラブの参加者は、一部屋の中に２段
ベッドが５組取り付けられている一室で、各々ベッ
トメイキングをし、一夜をともにしました。イメー
ジとしては和風カプセ
ルホテルという感じで
しょうか・・・。私とし
ては、小学校の合宿
で宿泊した「少年自

然の家」を思い出し、いい思い出となっておりま
す。一方で、安宅夫妻と松本会員は特別に個
室を確保し、快適な一晩を過ごされたようです。

■ ９月１１日（水曜日）
　「くつかけスティの朝食」（美味しくて評判だそ
うです）をいただき、いよいよ、浅間山の麓、
合同コンペ会場の大浅間カントリークラブに到着
です。コンペは、東京小石川１３名、金沢北１０
名（初日参加の吉井会員・渡邊会員の２名は所
用により２日目不参加）の合計２３名の参加のも
と実施されました。浅間山を見上げるコースで、
ゴルフではなく登山をしていると錯覚するぐらい
の急勾配のコースでした。急な雷雨によるサス
ペンデットにより、前半のみのスコアでの成績発
表となりました。クラブ対抗戦は金沢北が花を持
たせていただき
ました。
　 コンペ 終 了
後、金沢北一行
は金 沢 へ の 帰
路につきました。
■ ひとこと
　従来から定期的に実施されてきた合同コンペ
に今回初めて参加しましたが、東京小石川と金
沢北双方から少なくない人数が参加し、同じ宿
泊施設に泊まり、２日間にわたり行動をともにす
ることで友好クラブとしての絆を深める企画であ
ることを実感しました。

京都洛北ロータリークラブとの合同夜間例会
会　員　中川　茂樹

　10 月 17 日に京都洛北ロータリークラ
ブとの合同夜間例会が開催されました。

　京都洛北からは田附会長をはじめ、２９
名もの参加をいただき、和気あいあいとし
た例会になりました。

　以前京都洛北ロータリークラブの例会
に参加したときは、会員による生演奏で「ラ
ブミーテンダー」を歌わせていただいた記
憶があります。京都洛北ロータリークラブ
といえば、「音楽」ということで、今回の
夜間例会では、オーケストラアンサンブル
金沢のチェロ奏者  大澤 明氏 とピアノ奏
者　平野 加奈氏による演奏にて京都洛北
ロータリークラブの方々をもてなしました。

間近でのチェロの生演奏は体全体に訴え
かけてくるようで、しばらく料理のことも忘
れ、聞き入ってしまいました。

　水巻副会長の締めの挨拶のあと、片町
の JAZZ バー「リバーサイド」 へ移動。
2 次会も音楽演奏を聴きながら美味しいお
酒となりました。翌日金曜日が合同コンペ
と観 光があるということで、 小 一 時 間
JAZZ 演奏を楽しみ、解散となりました。

　翌日のゴルフコンペでは、ある方が財布
をなくされたという非常事態に京都洛北
ロータリークラブの方々のゴルフ場への到
着が遅れ、急遽メンバーを組みなおしス
タートするハプニングもありましたが、成績
は京都洛北ロータリークラブの圧勝という
結果に終わりました。

京都洛北ロータリークラブとの姉妹クラブ
関係は年々濃くなってきているような気がし
ます。素晴らしい仲間をこれからも大切に
してきましょう。


