
理事会報告  
1 月 16 日（木）／ 出席者　12 名

◆審議事項
　①退会会員の件　　②新入会員の件
　③委員会事業の事業報告及び決算　　年忘れ会
　④委員会事業の事業計画及び予算案　　東京小石川訪問
◆委員会報告
　・クラブ管理運営委員会報告　　2 月夜間例会計画について
　・幹事報告　　ベルギー短期交換派遣希望者募集について

第2174 回 例会
1 月 23 日（木）雨／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
天日陰比咩神社　禰宜、
中能登まほろば RC 会長
船木　清崇　氏

「能登の活性化と神社の取り組み」　
２．出　欠

出　席　29 名　　欠　席　15 名
３．ニコニコボックス

能登まほろば RC　船木　清崇君
本日はおまねきいただきありがとうございます。

中村（芳）君、大場君
船木さんのお話し楽しみにしています。

中村（實）君　
　　　　本日の船木様の卓話、楽しみにしております。出来れば「雨

の宮古墳」についてもお話し頂ければ嬉しいです。
吉井君　講師に船木さんをお迎えして。
内堀君　中能登まほろば RC 会長の船木様を講話にお迎えして。
松本君　孫の聡介がアメリカに留学中。代わりにカナダからモーガ

ン君が息子宅にホームステイでやって来ました。我が家で
夕食を食べています。

小泉君　誕生日祝い結婚記念日のお花ありがとうございました。愛
する妻もよろこんでいました。

　　合計 17,000 円（累計 453,600 円）

第2175 回 例会
1 月 31 日（木）雨／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
如来時　長老、金沢百万石 RC
吉田　昭生　氏

「お寺四方山話」
２．出　欠

出　席　28 名　　欠　席　16 名
３．ニコニコボックス

金沢百万石 RC　吉田　昭生君
中村（芳）君、大場君　吉田さんのお話し楽しみにしています。
中村（實）君　本日の吉田長老様の卓話、楽しみです。昨日の次年

度理事会、ありがとうございました。
内堀君　今日お迎えの吉田様の講話楽しみです。
畠　君　吉田先生をお招きして。楽しみです。

　　合計 21,000 円（累計 474,600 円）
1 月出席率　84.9％

第2176 回 例会
2 月 13 日（木）くもり／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
吉はし菓子所　会長　吉橋　廣修氏

「和菓子から見える事」

２．出　欠
出　席　24 名　　欠　席　20 名
ビジター　1 名

３．来訪者（敬称略）
金沢西ＲＣ　　辻　卓

４．お誕生日祝い（敬称略）
10 日　　　中川　茂樹
29 日　　　山上　公介

５．ご結婚記念日祝い ( 敬称略 )
　7 日　　　中川　茂樹　　
 26 日　　　中村　芳明

６．ニコニコボックス
中村（芳）君、大場君

吉橋さんのお話し楽しみにしています。
中村（實）君
　　　　ホッとした事。昨日、能楽堂の防水工事が完了いたしました。

出だしから色々とありましたが、「終わり良ければ総て良し」
の心境です。今日の吉はし氏の卓話たのしみです。よろし
くお願いいたします。

内堀君　今日の講話に吉田様をお迎えして、お話を楽しみにしています。
吉井君　吉橋さんをお迎えして。
中川君　今月ついに 50 才を迎えました。子供も産まれ、まだまだ頑

張ります。
木村（康）君　初孫が生まれました。

　　合計 14,000 円（累計 488,600 円）

■金沢市内 RC 4 月 例会変更
金　沢 RC
4 月 22 日（水）　18:00 〜　つば甚「観桜会」
4 月 29 日（水）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢東 RC
4 月 13 日（月）　18:30 〜　六角堂 Grill&Bar「春の特別例会」
4 月 27 日（月）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢西 RC
4 月　 3 日（金）　18:00 〜　和田屋「親子例会」
4 月 10 日（金）　振替休会　浦和東 RC 訪問　
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢南 RC
4 月 14 日（火）　18:30 〜　つば甚「観桜会」
4 月 28 日（火）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
香林坊 RC
4 月　 6 日（月）　18:30 〜　つば甚「観桜会」
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
みなと RC
4 月　 7 日（火）　18:00 〜　ゆわく温泉かなや「観桜夜間例会」
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
百万石 RC
4 月　 9 日（木）　19:00 〜　金沢茶屋　割烹つづみ
　　　　　　　　「金沢北 RC・金沢百万石 RC 合同お花見例会」
4 月 30 日（木）　休　会

■ 講話予定
● ３月 26 日（木）小原　繁氏　㈱オハラ代表取締役「達人に学んで」
● ４月   2 日（木）畠　善昭君　会員
● ４月   9 日（木）金沢百万石 RC 合同お花見夜間例会

金沢茶屋　割烹つづみ 19：00 ～
● ４月 16 日（木）ガバナー補佐　宮永　満祐美氏
● ４月 23 日（木）北川　淳一氏　㈱松竹撮影所代表取締役会長
● ４月 30 日（木）休会
● ５月   7 日（木）休会
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「浅野川暮色」

「主計町の桜」●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

金沢北ロータリークラブ訪問記
国際ロータリー第 2750 地区　2019〜20 年度 ガバナー　淺田　豊久

　昭和 48 年（1973 年）に
金沢東ロータリークラブ

（以下 RC）のスポンサーで
創立された金沢北 RC の夜
間例会で卓話を、とチャー
ターメンバーの一人として
元気にご活躍中の大村さん

からお声が掛かりました。

　47 年前、当時 30 歳であった不肖は例会
会場の経営者として有無を言わさず入会さ
せられたのでした。その後このご縁が 47 年
後にガバナーとしてしかも東京地区のガバ
ナーとして当クラブの例会に訪問するよう
にとは！

　文字通り神のみぞ知る事です。その当時
は卯辰山麓に鎮座する観音院の御仏はご存
知だったかも、と 2 月 27 日に何十年ぶり
に徒歩で観音院の階段を上りながら考えま
した。

　金沢駅から「松魚亭」への道のりは〈歩
きたい〉、の一念で徒歩で向かう。夜来の雪
と雨は止んで美しい夕焼け空と浅野川河畔
の空気に触れたい一心で決めたのです。
　地獄極楽の絵図で有名な「照円寺」、浅野
川でもっとも水量が豊かなのは昔から「小
橋」付近。まだボケとらんな、と思いなが

ら橋を渡ると東の廓へと一直線。観音町の
三味線屋さんを右手に突き当たりは観音院
への石段、関流和算術の創始者、〈関　講話〉
の墓には（算聖関先生墓所）と、何十年ぶ
りに手を合わした。

　例会場の「松魚亭」という店名は一般か
ら公募して決めた事を思い出す。店名決定
の審査員には人間国宝の大場松魚先生を
トップに数名の著名人にお願いした。そし
て決定した名前が現在の「松魚亭」。大場先
生が加わっておられたから大場先生のお名
前とダブり気味になりますがとその場で恐
る恐る相談、大場先生曰く「業界も異なる
しお魚をテーマにされるお店であれば正し
い選択です」と。その場でご快諾いただき
決定。

　日本には地区が 34 地区、北海道から沖縄
までカバーされている。が当地区〈2750〉
には北マリアナ諸島と言われるアメリカの
準州グアム始めミクロネシア連邦、などの
国が含まれる。全部で 9RC が海外の仲間と
して存在する希有な組織を形づくっている
珍しい地区。

　2 月 24 日、25 日に開催された今年度「地
区大会」は毎年 3000 人を超す会員達で会場
が埋まる。が生憎今年は新型肺炎の恐れあ

り、との風評が広がり 2000 名
すれすれの参加者数で点鐘。
　今年、当地区は 1980 年にお
隣の 2850 地区から分離して丁
度 40 年の節目の年となります。
10 年後の 50 周年に向けて頑張
るぞ！をテーマに貴賓をお迎え
することとしました。寛仁親王
妃信子殿下の御成りを賜り国歌
斉唱、参加国国旗 7 本の入場、
と二日間の諸行事は全て無事終
了その翌日金沢北 RC に向けて

北陸新幹線で、となりました。

　犀川もさること乍らやはり見慣れた浅野
川は馴染むなあ、と今回ほど感じた事はあ
りません、穏やか、ゆったり、ほのぼの、
と まー人間臭さっていいますか、生活に川
が馴染んでいるなあ、と改めて浅野川の魅
力を感じました。帰途は主計町の中を通っ
て雨混じりの雪を傘に溜めながら金沢駅方
向へと空気を楽しんで参りました。

　当浅田屋の歴史を遡れば創業が萬治二年
（1659 年）、時の加賀藩五代目藩主前田綱紀
公から「過去百ヶ年に亘る加賀藩への忠義」

（御用飛脚業）を認められて商人でありなが
ら・苗字帯刀・五人扶持　を与えられました。

（金沢資料館、菩堤寺の過去帳による記録、
正確には初代利家公が 30 歳の〈1559 年〉
頃から前田家に仕えた事となります）
　黒船の来訪により開国を迫られた幕府が
愈々 260 年間の列島の統治から離れる事を
想定した淺田庄平はそれまでに蓄積して来た
ノウハウを元に旅人宿（りょじんしゅく）に
転業、手前共はこの年を第二創業期と読んで

おります。爾来 151 年、今の浅田屋は金沢は
本家が金沢以外は分家が司る事としました。

　「松魚亭」所縁の説明が長くなりました。
結論、中村会長、大場幹事から会報に何か
書きなさい、とのご指示で駄文少々書かせ
て頂きました。

　待ちに待ったガバナーの年季があける 7
月はもうすぐそこまでやって来ました。色々
騒がしい世間ですが金沢を離れて 30 余年、
この度の北 RC 来訪を契機として大村パス
ト会長からは「もっと気軽に顔出しなさい」、
とのご指示を頂きました。

　今後とも宜しくご厚誼の程念じ上げ御礼
方々訪問記書かせて頂きました。ありがと
うございます。

第2172 回 例会 金沢 8RC 新年合同例会
1 月 9 日（木）18：30 〜 20：00［ANA クラウンプラザホテル金沢］

１．式次第
ご祝儀（三茶屋芸妓連）
点鐘
国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング「奉仕の理想」
金沢８RC 代表挨拶　　　　　 金沢みなと RC 会長　　堀　勘四郎
点鐘
国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング「奉仕の理想」
金沢８RC 代表挨拶　　　　　 金沢みなと RC 会長　　堀　勘四郎
点鐘
〜懇親会〜
乾杯　　　　　　　　　　　RI2610 地区ガバナー　　 松本　耕作
中締め　RI2610 地区石川第１分区 B ガバナー補佐   宮永　満祐美
閉会挨拶　　　　  次回ホスト金沢百万石 RC 会長　　 大路　孝之
ロータリーソング「手に手つないで」

２．出　欠
出　席　31 名　　欠　席　12 名 総出席人数（金沢８RC）　401 名

第2173 回 例会
1 月 16 日（木）くもり／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
「年男・年女　今年の抱負」　
会員　安宅 雅夫 君、内堀 茂 君、越田 和好 君、馬場 貢 君、
　　　千口 寿子君、山上 公介 君

２．出　欠
出　席　31 名　　欠　席　13 名

３．皆出席顕彰（敬称略）
31 ヶ年　　松本範夫

４．新会員紹介（敬称略）
北川和夫

５．RLI 研修会修了書授与
中村實博、大場修

６．誕生日祝い（敬称略）
12 日　　小泉　幸雄　　　14 日　　吉井　清
15 日　　今村　則昭　　　17 日　　寺岡　健一
25 日　　内堀　茂、木村　康徳
28 日　　水巻　啓光

７．結婚記念日祝い（敬称略）
16 日　　小泉　幸雄

８．米山奨学金授受
チャン・タイン・ハイ君

９．ニコニコボックス
中村（芳）君、大場君　年男・年女の皆様お話楽しみにしています。
中村（實）君　ようやくロータリー・リーダーシップ研修を終えま

した。もっと若い時に受けておけば良かったです。
三日間朝から晩までの講習はこたえます。今日の年
男・年女のお話し楽しみです。

松本君　皆勤賞いただきました。ありがとうございます。
吉井君　誕生日祝い有難うございました。
内堀君　新入会員の北川様をお迎えして。これからもよろしく。
木下君　北川和夫さんの入会を記念して
北川君　北 RC に入会させていただきました。よろしく。

　魚住会員より、年忘れ会「作品展」より１１万円
合計 127,000 円 ( 累計 436,600 円 )


