
３．ニコニコボックス
中村（芳）君、大場君

講師に坂井様をお迎えして、お話し楽しみにしています。
中村（實）君

パラリンピックのチケット抽選に当たりました。水泳決勝
です。たのしみありがとう。今日の WEK 代表坂井さんの
卓話よろしくお願い致します。

吉井君　本日十数年ぶりに S.A.A を務めさせていただきます。
　　合計 8,000 円（累計 146,000 円）

理事会報告  
10 月 10 日（木）／ 出席者　11 名

◆ 審議事項
　①委員会事業の事業計画及び予算案
　　年忘れ会、職場訪問
　②第 2790 地区　台風 15 号災害（千葉県）義援金の取りまとめについて
◆ 協議事項
　①地区大会の参加者確認
　②柔道大会参加者確認
◆ 委員会報告
　幹事報告　九州北部豪雨災害義援金の支払い報告

第2163 回 例会 京都洛北RC合同夜間例会
10 月 17 日（木）／ 18：30 〜［松魚亭］

１．式次第
点　鐘
君が代斉唱
ロータリーソング「それでこそロータリー」
挨拶　　　　　　　金沢北 RC　　中村　芳明　会長
挨拶　　　　　　　京都洛北 RC   田附　剛士　会長
京都洛北 RC メンバー紹介　　　  吉井　清君
ニコニコボックスの披露
点　鐘
懇親会
乾　杯　　　　　　京都洛北 RC　今小路　覚真　パスト会長
演奏と講話　「チェロと私」
　オーケストラアンサンブル金沢　チェロ奏者　大澤　明　氏
　　　　　　　　　　　　　　　　ピアノ奏者　平野　加奈　氏
閉会の挨拶　　　　金沢北 RC　水巻　啓光　副会長
ロータリーソング「手に手つないで」

２．出　欠
出　席　会員 21 名　　欠　席　24 名
出席率　72.22%　　ご夫人　3 名　　京都洛北 RC 会員　27 名

３．ニコニコボックス
田附　剛士君、若井　英貴君（京都洛北 RC）

大勢でお邪魔いたします。
京都洛北 RC 一同　この度はお世話になります。よろしくお願いい

たします。
中村（芳）君　京都洛北 RC の皆様をおむかえして
吉井君　京都洛北クラブの皆様をお迎えして

　　合計 44,000 円（累計 190,000 円）

第2164 回 例会
10 月 24 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
石川県行政書士会会長
向井行政書士事務所所長
向井　隆郎氏

「外国人の就労ビザ
　　　～行政書士としてできること～」

２．出　欠
出　席　24 名　　欠　席　21 名
出席率　76.47%

３．第２７９０地区台風１５号災害の義援金募金について
４．ニコニコボックス

中村（芳）君、大場君
講師に向井様をお迎えして、お話し楽しみにしています。

中村（實）君
忘れていた 43 年目の結婚記念日のお花を頂きありがとうご
ざいます。その日は二人で静かな食事を食べに行きました。
本日の向井様の卓話楽しみです。

小泉君　６年ぶりに帰任しました。コンプライアンスの無い国から
帰ってきましたので、しばらくはリハビリです。とんでも
ない事したり、口走るかも知れませんが、大目に見て下さい。

　　合計 9,500 円（累計 199,500 円）

■金沢市内 RC 1 月 例会変更
金　沢 RC
1 月　 1 日（水）　休会（祝日）
1 月　 8 日（水）　金沢８ＲＣ新年合同例会に振替休会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢東 RC
1 月　 6 日（月）　金沢８ＲＣ新年合同例会に振替休会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢西 RC
1 月　 3 日（金）　休会（正月３が日）
1 月 10 日（金）　金沢８ＲＣ新年合同例会に振替休会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢南 RC
1 月　 7 日（火）　金沢８ＲＣ新年合同例会に振替休会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
香林坊 RC
1 月　 6 日（月）　金沢８ＲＣ新年合同例会に振替休会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
みなと RC
1 月　 7 日（火）　休会
1 月 14 日（火）　金沢８ＲＣ新年合同例会に振替休会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
百万石 RC
1 月　 2 日（木）　休会
1 月　 9 日（木）　金沢８ＲＣ合同新年例会 
1 月 30 日（木）　19:00 ～　会場未定「新春懇親例会」

■ 講話予定
● １月 16 日（木）年男・年女　今年の抱負
● １月 23 日（木）天日陰比咩神社禰宜　

船木　清崇氏（中能登まほろば RC 会長）
「能登の活性化と神社の取り組み」

● １月 30 日（木）如来寺長老　吉田　昭生氏（金沢百万石 RC）
「お寺四方山話」
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柔道大会

松本薫さんからのビデオメッセージ

お孫さんががんばっています

ありました。
　閉会式では、団体戦、個人戦、それ
ぞれの表彰が行われました。最後に、中
西茂宏 金沢市柔道協会会長が「熱く素
晴らしい試合を見せていただいた。今日を
通過点にして、さらに努力してください。
勝った人、負けた人も高校を卒業するまで
は柔道をやめないでほしい。」と講評して、
挨拶をいただきました。

元気いっぱいの子供たちに、私どもが元気
と活気を与えられた一日でした。

高野山に空海を訪ねて
会　員　的場　晴次

松本薫杯  第 50 回金沢少年少女柔道大会
青少年奉仕委員長　本田　正敏

　8 月の盆休に漠然と、さて今年は何処
を旅しようかと、ネットで旅行会社のホー
ムページを調べていたところ「ケーブルで
行く高野山と南紀白浜温泉」 が目に留ま
り、高野山といえば真言宗開祖の空海の
金剛峯寺が在り、空海フアンの私は即座
に申し込みをした。
　当日（１１月１５日）は、朝６時５０分に
金沢駅西口に集合とのことで、眠い目を
擦りながらバスに乗り、いざ出発。
　途中、熊野本宮大社を参拝し、南紀白
浜温泉に一泊。白浜温泉は道後、有馬
温泉と共に日本三古湯とのことであった
が、見事に期待外れ。温泉は加賀と和倉
温泉に限ると再認識した。

　１１月３日（日）、５０回目の節目に合わ
せて、ロンドン五輪金メダリストの松本薫
さんの功績をたたえ、名を冠にして行われ
ました。この行事は、金沢北ＲＣが発足
当初から取り組んできた、青少年奉仕活
動の重要な事業であると伝え聞いておりま
す。わが金沢北ＲＣから、中村会長、水
巻副会長、大場幹事、松田副幹事、向

　さて、翌日はメインの金剛峯寺参詣と期
待したが、境内すべてが、撮影禁止と厳
しく指導され、写真は無し。ただ、境内に
は皇族から徳川家、豊臣家、加賀百万石
前田家等の大名から大企業、一般庶民に
至る無数のお墓の多さに圧倒された。
　帰りは、阪和道、名神道、北陸道をバ
スはひたすら走り続け、午後１０時に金沢
駅西口に到着。家に着いて和歌山産の梅
酒で、妻と二
人で乾杯。こ
の梅酒がまた
美味かった。

峠理事、屶網理事、そして本田が参加さ
せていただきました。　残念ながら、松本
薫さん本人は参加できませんでした。
　開会式では、大会長の山野金沢市長
が、郷土の松本薫さんの功績をたたえ、
名前を冠にした大会を開催したと挨拶され
ました。引き続き、中村会長が、「勝敗に
こだわらず、正々堂々と頑張ってほしい。」
と激励しました。その後、窪田柔道クラブ
の小学生　深谷　悠聖　君が「一本を取
る柔道で頑張ります。」と元気に選手宣誓
を行いました。試合は園児から中学生まで
の１４０人が熱戦を展開しました。試合後、
競技役員による迫力ある形演武の披露も

第2160 回 例会
9 月 26 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
会員　吉井　清　君

「天竺今昔」　
２．出　欠

出　席　21 名　　欠　席　24 名
出席率　65.79%

３．ニコニコボックス
中村（芳）君、大場君

吉井会員の卓話楽しみにしています。
中村（實）君

吉井さんの今日の卓話「今ハ昔シのインド」を楽しみにし
ております。

合計 6,500 円（累計 128,000 円）

第2161 回 例会 創立 46 周年記念例会
10 月 3 日（木）雨／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
金沢税務署　副署長
勝森　剛　氏

「相続税の申告状況等について」　
２．出　欠

出　席　28 名　　欠　席　17 名
出席率　81.58%　　ビジター　1 名

３．来訪者（敬称略）
香林坊ＲＣ　　小幡謙二
過年度米山奨学生　　尹　曼琳

４．米山奨学金授受（敬称略）
チャン・タイン・ハイ

５．お誕生日祝い（敬称略）
　3 日　　　玉田　善明

　8 日　　　伊東　尚毅
12 日　　　丹羽　雅治
20 日　　　屶網　大介
31 日　　　高岡　昇

６．ご結婚記念日祝い ( 敬称略 )
10 日　　　丹羽　雅治
13 日　　　魚住　安彦
16 日　　　山上　公介
19 日　　　中村　實博
25 日　　　高岡　昇
26 日　　　小嶋　修一
26 日　　　本岡　三千郎
27 日　　　安宅　雅夫

７．ニコニコボックス
中村（芳）君、大場君

講師に金沢税務署勝森様をお迎えして、お話し楽しみに
しています。

水巻君　勝森さんを講師に迎えて。元気そうで何よりです。
佐賀君　46 周年おめでとうございます。
屶網君　誕生月です。久しぶりにニコボックス入れました。

　　合計 10,000 円（累計 138,000 円）

第2162 回 例会
10 月 10 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
NPO 法人ウィメンズ・エンパワー
メント金沢プロジェクト代表
坂井　美津江　氏

「子どもたちを守るために
　　　　　　私たちができること」

２．出　欠
出　席　22 名　　欠　席　23 名
出席率　70.27%

卓話  アーユルヴェーダ施設

新旧奨学生


