
第2165 回 例会
10 月 31 日（木）くもり／ 12：30 〜 13：30

［松魚亭、石川県立美術館］
１．伝統工芸展鑑賞
２．出　欠

出　席　28 名　　欠　席　17 名
出席率　73.68%　　ビジター　2 名

３．来訪者（敬称略）
香林坊ＲＣ　　水内健之　新谷寿久

４．RLI パートⅡ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　伝統工芸展楽しみにしています

　　合計 4,000 円（累計 203,500 円）

第2166 回 例会
11 月 14 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
アロマの里＠獅子吼代表
三宅　純子　氏

「二つの”HAP”で楽しむ
棚田のラベンダー物語」　

２．出　欠
出　席　33 名　　欠　席　12 名
出席率　89.74%

３．ニコニコボックス
中村（芳）君、大場君
　　　　三宅様の講話楽しみにしています
中村（實）君

今日・明日の令和の大嘗祭を祝して。今日の三宅さんの卓
話を楽しみにしております。

魚住君　第６６回日本伝統工芸金沢店北ロータリー会員皆様方ご鑑
賞いただきお礼申し上げます。

魚住君、本岡君　
　　　　在籍 40 年表彰ありがとうございます。
内堀君　先日の地区大会でシェきらりの支援事業がガバナー賞を受

賞しました。おめでとうございます。これからも支援しま
しょう。

小泉君　先日母が 93 歳で亡くなりました。私の帰国を待っていたよ
うにあっと云う間でした。北ロータリーからお志をいただ
きありがとうございました。

山上君　退院しました。スーツあわず新調しました。
　　合計 18,000 円（累計 221,500 円）

理事会報告  
11 月 14 日（木）／ 出席者　14 名

◆ 審議事項
　①退会会員の件
　②委員会事業の事業計画及び予算案
　　母子カフェ支援事業
　③委員会事業の事業報告及び決算
　　京都洛北合同夜間例会、合同ゴルフコンペ
◆ 協議事項
　①東京小石川 RC 訪問について
　②１２月夜間例会での映画エンドロール用写真撮影について

◆ 委員会報告
　・幹事報告
　　台風１５号災害義援金の支払い報告
　・クラブ管理運営委員会報告
　　年忘れ会の事業計画について

第2167 回 例会
11 月 21 日（木）晴れ／ 12：30 〜 14：30

［松魚亭、TDY ショールーム］
１．職場見学会
　　　　（TDY ショールーム）
２．出　欠

出　席　23 名
欠　席　22 名
出席率　82.86%

３．ニコニコボックス
中村（芳）君、大場君

TDY シ ョ ー ル ー
ムにお邪魔します。
楽しみにしていま
す。

中村（實）君
今日は、職業奉仕委員会の「TDY ショールーム見学」を楽
しみにしております。

佃　君　43 年間ありがとうございました。
合計 9,000 円（累計 230,500 円）

■金沢市内 RC 2 月 例会変更
金　沢 RC
2 月　 5 日（水）　休　会
2 月 12 日（水）　18:00 〜　金沢ニューグランドホテル「節分の会」
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢東 RC
2 月　 3 日（月）　18:00 〜　松魚亭「新春懇親例会」
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢西 RC
2 月　 7 日（金）　18:00 〜　金沢茶屋「節分例会」
2 月 14 日（金）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢南 RC
2 月 25 日（火）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
香林坊 RC
2 月　 3 日（月）　18:30 〜　金沢東急ホテル「創立例会」
2 月 10 日（月）　休　会 

■ 講話予定
● ２月   6 日（木）休会
● ２月 13 日（木）日本ギタリスト会議　理事　太田　真佐代氏
　　　　　　　　　「クラッシックギター演奏」

2 月定例理事会
● ２月 20 日（木）吉はし菓子店　吉橋　廣修氏「和菓子から見える事」
　　　　　　　　　 次年度理事会
● ２月 27 日（木）夜間例会  於：松魚亭  第 2750 地区浅田ガバナー

来訪予定
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「雪の武家屋敷」●会員数／ 46 名 ●クラブ設立／昭和 48 年 10 月 3 日
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●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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　令和元年 12月19日。年末恒例の「金
沢北ロータリークラブ年忘れ会」が開催
されました。

　当クラブの年忘れ会の目玉は何といって
も会員作家による作品入札ではないでしょ
うか。今回も魚住為楽先生渾身の作品が
展示され、年忘れ会開始前に参加者の目
を楽しませてくれました。今回、運良く私
が花瓶を落札することができ、魚住コレク
ションが一つ増えたことを喜んでおります。

　さて、今回の年忘れ会では新しい試み
が 2つありました。一つは奥様だけではな
く、ご家族も参加されたということです。
普段あまりロータリー活動に触れることのな
い子供たちも参加され、楽しい会になった
と思います。おかげさまで、私の 4か月に
なる娘を皆さんに顔見せすることができ、
たくさんの方々に抱っこしていただきました。

　もう一つの試
みは「全員の
仮面装着」。な
ぜ仮面をつける
のかはわかりま
せんでしたが、
普段しないこと
ですから、一年
の締めくくりの会に花を添えた楽しい趣向
の一つでした。

　カラオケ大会では、子供たちが元気よく
ステージで歌っている姿は心温まる瞬間で
した。さらに、年男、年女合唱対決や会
員によるのど自慢など、また、松魚亭の美
味しいお料理も手伝って、一年を締めくく
るにふさわしい、時間が足りないぐらい充
実した楽しい会であったと思います。
　令和元年の金沢北ロータリークラブは
激動の一年でした。事務員の交代、事務
局の移転、古い会員の脱退・・しかし、
来年から前を向いて頑張って行こうと思わ
せてくれる。そんな年忘れ会だったのでは
ないでしょうか。

国際ロータリー地区大会
会　員　千口　寿子

令和元年　年忘れ会
クラブ会報委員長　中川　茂樹

　金沢北ロータリークラブにご縁させ
て頂いて２年目、昨年の地区大会は骨
折で参加を断念、実際初めての参加
となりました。多くの方々の参加に驚き
改めてロータリーの偉大さに気づかさ
れました。若い方々の活躍に感心する
と共に、ロータリーの会員様自体が歴
史と共に高齢化ということで彼らの出
場に会場内のエネルギーが一気に上
がったとも思いました。
　米山奨学生の方々もどなたもキラキ
ラ輝いていて、日本でしっかり教育を
受けられ、自国へ戻って成功され感謝
の思いを伝えにこられた元奨学生の方
などは、一生の財産の基を作られたの
ではないかと思いました。　門田隆将
先生の記念講演も最初は難しい話かな
と思いましたが途中しっかり笑える時間
もあり、日本の歴史を違った角度で知
る事ができました。少しずつロータリー
の活動を知るにつれ長年ボランティア

奉仕という事に興味を持っていた私に
は一人でできないことも、多くの方々の
協力によって有意義な活動が出来ると
思いました。会場内が寒く途中、中座
した時間もありましたが、参加して本当
に良かったと思いました。来年もぜひ
参加したいです。
　今回の大会メッセージの「一歩前進
しよう」という言葉にロータリーの事を
会員である私ですら、まだまだ理解に
欠ける所がありますので、皆さんで一
歩前進して先輩方には教えを頂き活気
ある笑顔いっぱいの特に女性会員を増
やし、ためになる奉仕活動をしていき
たいと思いました。
　今回のホストクラブの香林坊ロータ
リークラブの方々のご尽力には感謝と
共に、奥深いロータリーに更に関心を
もちました。


