
第2191 回 例会
9 月 24日（木）くもり／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
金沢市教育長　野口　弘　氏

「金沢の教育への想い」　
２．出　欠

出　席　28 名　　欠　席　17 名
３．幹事報告

・木村（康）会員にご子息結婚祝い贈呈
４．ニコニコボックス

中村（實）君、松田君
野口様のお話楽しみにしております。木村会員ご子息のご
結婚おめでとうございます。

水巻君　野口先生お久しぶりです。講話楽しみにしておりました。
クラブからのお見舞いありがとうございました。お礼をこ
めてニコボックスへ。

畠　君　彼岸での墓参、今年は参加者少なかった。コロナの影響か？
来年の春彼岸は「若く明るい歌声にコロナも消えて花が咲
く」野口教育長をお迎えして。

　　合計 8,000 円（累計 176,000 円）
9 月出席率　80.36％

第2192 回 例会　創立 47 周年例会
10 月 1日（木）晴れ／ 12：30〜 13：00［松魚亭］、

13：20〜 13：50　［金沢市役所第 2本庁舎］
１．見学会

金沢市役所第 2 本庁舎
危機管理センター見学　

２．出　欠
出　席　24 名　　欠　席　21 名

３．お誕生日祝い（敬称略）
　8 日　　　伊東　尚毅
12 日　　　丹羽　雅治
20 日　　　屶網　大介
31 日　　　高岡　　昇

４．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、本岡　三千郎
27 日　　　安宅　雅夫

５．ニコニコボックス
中村（實）君、松田君　創立 47 周年を祝って
畠　君　心如水（心は水の如し）　中秋の名月です。ダンゴで乾杯
松本君　今日10月1日、会社（日光商事）は創立50周年を迎えました。
松川君　昨日は新入会員の親睦会が開催され多くの先輩諸氏にもお

いで頂きました。これからも新入会員 6 名宜しくお願い致
します。ありがとうございました。

　　合計 9,000 円（累計 185,000 円）

第2193 回 例会
10 月 8日（木）雨／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講話
小坂公民館館長　田中　仁　氏

「人生の宝～活かして使われ
　使われて生きる」　

２．出　欠
出　席　30 名　　欠　席　15 名

３．来訪者
米山奨学生　チャン・タイン・ハイ君

４．米山奨学金授受
５．ニコニコボックス

中村（實）君、松田君
田中館長のお話楽しみにしております。寒露です。体調に
注意してください。

畠　君　田中館長をお迎えして。吹いている風が同じでもある船は
東へ行く、ある船は西へ行く。進むべき道を行くのは私達
の心です。今日も学ぶ心を大事にして。

　　合計 5,500 円（累計 190,500 円）

第2194 回 例会　お月見夜間例会
10 月 15日（木）くもり／ 18：30〜 21：00［松魚亭］

１．式次第
点鐘
ロータリーソング 「それでこそロータリー」
会長挨拶　　　　　中村　實博会長
幹事報告
ニコニコボックスの披露　　例会運営委員会
点鐘
舞踊　　　          「花魁道中～獅子狂乱」
　　　　　　　　　出演：創作日本舞踊　孝藤流
乾杯　　　　　　　中村　實博会長
中締め　　　　　　水巻　啓光会長エレクト
ロータリーソング　「手に手つないで」
閉宴

２．出　欠
出　席　26 名　　欠　席　19 名
ご夫人　  7 名　　オープンロータリー　2 名

３．ニコニコボックス
中村（實）君、松田君

孝藤さんの踊り楽しみにしてます。今日は、奥様方のお元
気なお顔も拝見できて、嬉しいです。

内堀君　孝藤まりこ会員の舞踊を楽しみにしてます。
的場君　Go To トラベルでマッタケ食べ放題と明智城見学の旅に

行って来ました。
　　合計 7,000 円（累計 197,500 円）

■金沢市内 RC メークアップ
メークアップご希望の方は事前に

金沢北 RC 事務局へお問い合わせください。

■ 講話予定
● 12 月   3 日（木）蓮池　茂会員　「私の名刺」
● 12 月 10 日（木）チャン · タイン · ハイ君（米山奨学生）

「日本の留学：夢が実現できること」
● 12 月 17 日（木）会員作品展（親子展）、年忘れ会　於 · 金城楼
● 12 月 24 日（木）休会
● 12 月 31 日（木）休会

コロナウイルス流行状況により中止・変更になることがあります。
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●会長／中村　實博 ●会長エレクト／水巻　啓光 ●副会長／小泉　幸雄
●幹事／松田 光代 ●副幹事／喜多 利行 ●会場監督／喜多 利行 ●会計／小泉 幸雄
●クラブ会報委員長／的場　晴次



　
2020 〜 2021年度　国際ロータリーテーマ 2020〜 2021年度　金沢北ロータリークラブ会長メッセージ

ロータリーは機会の扉を開く Rotary Opens Opportunities 善いクラブにしよう。  Let's make a Good clubRI 会長　ホルガー・クナーク 会長　中村　實博

「10・15夜間例会」
会　員　的場　晴次

終活にあたって
会　員　木下　和吉

　新型コロナウイルスで日本中が大騒
ぎをしている中、無謀と言おうか夜間
例会が開催できないストレスが溜まって
いたのか、１０月１５日に久しぶりの夜間
例会が開催されました。
　そもそも当会は飲み会が好きなメン
バーが揃っており、当日も多くの会員が
出席され賑やかな宴会となりましたが、
その宴会に花を添え盛り上げていただ
きましたのが、創作日本舞踊孝藤流家
元の孝藤社中の皆様の素晴らしい演
舞でした。

していた友人宅に寄宿することになりま
した。大変厳しい教育者で、その頃の
苦労がその後の私の人生に大きく関
わっていたように思います。
　13 才の時わけもわからず哲学らしき
ものに感化され七尾港へ入水しました
が、夜釣りの某会社の社長に助けられ
生かされました。その折にいろいろ考え
ることがあり、人生 60 年の設計を計
画しました。今振り返ってみると3 年と
ずれがなく計画通りにきていることが本
当にびっくりです。自分の人生を自分で
選び行動するわけでありますから当然と
云えば当然ですが、生かされていると
いうことが本当に実感できます。
　また 10 年位前交通事故により二度
目の三途の川を渡りかけましたが、これ
も2日後に意識が戻り生かされました。
身内が集まり葬儀の準備をしていたそう
ですが、これも私に与えられた運命かも
しれません。
　私は 25 歳で結婚、会社を起業。そ
の間 50 年 75 才で退任するまで一度
も赤字経営を行わなかったことも今と
なっては大きな自信となっております。
仕事も家族の事もいろんな方々の友情
と温かい支えによるものと深く感謝して
おります。
　36 才で金沢青年会議所に入会。
4 年間の在籍のうち3 年間は日本青年
会議所に出向、最後の年度で第 4 政
策委員会の幹事も経験させて頂き、ま
た、金沢青年会議所では広報委員副
委員長も受けました。もう一つ石川県
経営者協会若手の会の代表幹事も受
け忙しい日々を送っておりました。そん
な中でもゴルフを指導していただいた先
輩がいて朝 4 時に片山津ゴルフ場に向
かいまだ明けやらぬ夜空に向けて打球

おかげさまで大変賑やかで楽しい夜間
例会を過ごすことができ、しばしの間コ
ロナウイルスの不快感を忘れることがで
き、孝藤会員をはじめ孝藤社中の皆様
には厚く御礼を申し上げたいと思いま
す。
　孝藤会員には、何時かまた機会があ
りましたなら、素晴らしい演舞のご披露
を宜しくお願い申し上げます。

したこともありました。当時のキャディー
さんはどこへ飛んで行ったのかをしっか
り確認していたのを思い出します。
　それから我が憧れでもあった中央大
学について少し述べたいと思います。
　三男が中央大学へ進学した関係で
4 年間父母会のお世話をさせて頂きま
した。当時北陸財務局長の沢島正夫
先生が大学の常務理事に就任され大
学の改革と運営に寄与されていました。
その折大学当局
より私に卒業生
であることの学
員としての認定
の通知があり、
石川県では第
一号の認定をい
ただく機会を与
えられました。
光栄です。
　現在は中央大学学員会石川支部の
幹事として行事に参画させていただい
ております。また、全国中央大学白友
会の副会長として全国大会には毎回必
ず参加しております。ちなみに、数年
前石川県大会が行われた時は、実行
委員長として初めて 2 泊 3日の大会を
成功裡に終えることができました。
　以上 81 年の私の人生はそれなりに
充実した人生であったと思っており
ます。
　ロータリーにおいても44 年間皆出席
の顕彰をいただきました。これもひとえ
にロータリー会員の友情の賜と思ってお
ります。これからの残された人生におい
てお世話になった方々への恩返しをする
べく終活の準備に入りたいと思っており
ます。

　私のルーツは、奥能登の鳳至郡門
前町櫛比村であると最近知ることがで
きました。あまり関心がなかった部分で
はありましたが、知ることにより少し郷
土愛が生まれたような気がいたします。
また、三代続いた村長の山本系の流れ

でもあると聞かされなるほどと頷けるこ
とがあります。
　私は分家の分家で四代目の長男とし
て生まれたのですが、6 才の時父が他
界し、その後伯父が地元の学校の校長
をしていた関係で辻政信先生の参謀を


