
第2217 回 例会  創立48周年記念例会
10 月 7 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
金沢くらしの博物館　学芸員　
東條　さやか　氏

「昔の小学校」　
２．出　欠

出　席　27 名　　欠　席　16 名
３．お誕生日祝い

　伊東君（8 日）、屶網君（20 日）、高岡君（31 日）
４．ご結婚記念日祝い

魚住君（13 日）、山上君（16 日）、中村（實）君（19 日）、
高岡君（25 日）、本岡君（26 日）、小嶋君（26 日）、安宅君（27 日）

５．ニコニコボックス
水巻君、喜多君

テーブルでの食事  早くできないかなと思っています
東條さやか先生の講話楽しみです

中村（實）君
創立 48 周年を祝して !!
今日の東條先生の卓話　大変たのしみにしております。
よろしくお願いします

畠　君　東條さやか先生をお招きして　楽しみにしています
　　合計 7,000 円（累計 68,000 円）

第2218 回 例会 ガバナー公式訪問例会
10 月 14 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
RID2610　ガバナー
神野　正博　君　

「ロータリーは健康資源」　
２．出　欠

出　席　28 名　　欠　席　14 名
ビジター　3 名

３．来訪者
七　尾ＲＣ　　神野正博君
野々市ＲＣ　　本田英夫君
七尾みなとＲＣ　　姥原君

４．幹事報告
・金沢８RC 合同新年例会中止の件

５．ニコニコボックス
神野ガバナー

公式訪問に参りました。宜し
くお願い申し上げます

本田ガバナー補佐
会員増強、奉仕デー活動に成果を期待しております

津田地区副幹事
公式訪問に同行させていただきました。宜しくお願い申し
上げます

水巻君、喜多君
神野ガバナーをお迎えして　卓話楽しみです

木村（康）君
二人目の孫（男の子）が生まれました

　　合計 5,000 円（累計 73,000 円）

第2219 回 例会  お月見夜間例会
10 月 21 日（木）晴れ／ 18：10 〜 20：30［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」
　　水巻啓光会長挨拶
　　幹事報告

　　ニコニコボックスの披露
　　閉会点鐘

２．懇親会
　　乾杯　水巻会長
　　ミニコンサート（シンガーソングライター　ノンシャンさん）
　　閉会の挨拶　小泉会長エレクト
　　ロータリーソング「手に手つないで」
　　閉会点鐘

３．出　欠
出　席　21 名　　ご家族　９名
欠　席　21 名

４．ニコニコボックス
水巻君、喜多君

久しぶりの夜間例会です。はしゃぎたいところですが今夜
はガマンして下さい。十二月に期待します

　　合計 3,000 円（累計 76,000 円）

第2220 回 例会  伝統工芸展鑑賞
10 月 28 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：00［松魚亭］
　                　　／ 13：15 〜 14：30［県立美術館・国立工芸館］

１．企画
第 68 回日本伝統工芸展（県立美術館）、《十二の鷹》と明治の工芸（国
立工芸館）鑑賞

２．出　欠
出　席　26 名　　欠　席　16 名

３．お祝い
千口君ご息女結婚

４．幹事報告
５．ニコニコボックス

水巻君、喜多君
十月最後の例会です。秋晴れのすがすがしい日に芸術を楽
しみます

内堀君　本日の奉仕プロジェクトの行事に多数の皆様の参加をいた
だいてありがとうございます

中村（實）君、安宅君
能登方面の遠征コンペを行いました。多数の会員の参加を
得ました。ありがとうございます。宿泊先での懇親会も盛
り上がりました。今後とも、楽しい企画で楽しんでいただ
く様努力します。随時、新入会員歓迎します

安宅君　金婚式を迎え、家族全員でお祝いしてくれました。又、多
数の仲間からも祝福を戴きました。もう少し頑張りますの
で、よろしくお願いします

千口君　長女の結婚に対してお祝いをありがとうございました
　　合計 14,000 円（累計 90,000 円）

10 月平均出席率　79.85％

■ 12 月予定
金沢市内 RC の例会変更は各クラブホームページでご確認いただくか、
事務局へお問い合せください。

● 12 月   2 日（木）クラブ年次総会
卓話　河合修宏君（会員）
例会後 12 月定例理事会

● 12 月   9 日（木）卓話　赤池嘉久氏（石川県川柳協会会長）
例会後次年度理事会

● 12 月 16 日（木）卓話　公下明音氏（ハーモニカ奏者）
● 12 月 23 日（木）年忘れ会　18：30 ～　於：松魚亭
● 12 月 30 日（木）休会
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奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために  SERVE TO CHANGE LIVES 助けあい、学びあうクラブRI 会長　シェカール・メータ 会長　水巻　啓光

松本薫杯　第 52回金沢少年少女柔道大会
　青少年奉仕委員長　今村　則昭

同好会遠征記
　ゴルフ同好会幹事　安宅　雅夫

金沢大学工学部図書館間仕切り贈呈式
会　員　的場　晴次

　9月28日（日）石川県立武道館において、
金沢北ロータリークラブが後援する第 52 回
金沢少年少女柔道大会（金沢市主催）が
開催されました。
　昨年は新型コロナウイルス感染症の拡大
により中止となりましたが、本年は感染予防
対策を徹底し、開催されました。金沢北ロー
タリークラブより水巻会長、内堀奉仕プロ
ジェクト統括委員長、そして今村が参加いた
しました。今回はコロナ禍での開催でもあり、
選手以外は柔道着を着用しない大会となり
ました。
　開会式では大会長の山野市長の挨拶には
じまり、我が金沢北ロータリークラブ水巻会
長から柔道協会への協賛金目録の贈呈、
松本薫さんの祝辞、そして窪田柔道倶楽部
の佐野君による元気いっぱいの選手宣誓が
行われました。今回は松本薫さんの参加と
あり、参加者はもちろんの事、私自身もオリ
ンピック金メダリストを間近に拝見し感動い

　10月 25日、26日両日にわたりゴルフ同
好会宿泊遠征を行いました。
　昨秋の辻会長、山上幹事のもとでの長野
CCへの遠征を行って以来の試みではありま
したが、多くの同志の参加で盛り上がったイ
ベントであったと胸を撫で下ろしています。
　辻、山上体制から引継ぎを受けた中村實、
安宅コンビの初戦突破企画と位置づけ、今
後も期待されるような内容の充実したイベン
トをと企画しました。
　然し、コロナ禍は終息したわけではなく会
員の皆さんに好意的に受け入れて頂けるか

　本日（１０月８日）、当クラブから金沢大学
工学部図書館で学生達が読書中にコロナウ
イルスに感染しないよう、馬場会員が考案
制作した感染防止のための卓上防止板の贈
呈式が行われた。
　卓上防止板自体はすでに金沢大学工学部
図書館に贈呈されており、図書館の机上に
設置済みでした。従来は対面で４人掛けの

　結果、4 名の奥様 ( 畠 / 中村（芳）/ 中村
（實）/ 辻 )をゲストに迎え、懇親会は盛りあ
がった次第です。( 注 :ご夫人の参加は 5
名ですが、幹事夫人は会員なので・・・)
　初日、遠くに黒い雲を見ながら「のと里
山海道」を和倉 GCに到着するとなんと、
殆んどのメンバーがすでに到着し、幹事は
大慌てする始末でした。
　12 名参加中、3 名を除くメンバーが宿泊
する気軽さもあってかコースが伸び伸びして
いる安心感か、楽しくプレーしているように
感じたのは誤解だったのか・・・。
　プレー後は「加賀屋あえの風」に投宿し
入浴、会食、リフレッシュとご夫人を含む
16 名が一夜を共にしたのです・・・?
　明けて2日目。
　定番の「あえの風朝食ビュッフェ」を存
分に楽しんだ後、8 人のサムライは「能登
島G&CC」へと繰り出しました。
　道中、運転者 ( 若そうな? 女性 )、被害
者 ( 野生の ?タヌキ ) 双方にとって不幸な事
故に遭遇するも我々は目的コースに無事到
着、第二戦目の幕を切ったのです。
　ややトリッキーなコースにてこずったのかス
コアは伸び悩んだとの印象が強いラウンドで
あったと感じました。

たしました。
　大会は石川県と福井県、両県の小学三
年生から六年生までの計百十人が参加し、
試合は五人一組による団体戦で、十五チー
ムが予選と決勝トーナメントで行われました。
例年の大会では多くの観客の中で試合が行
われるため声援が飛び交っていますが、今
年はコロナ禍で選手と指導者の声しかなく寂
しく感じました。しかしながら、低学年の微
笑ましい柔道、男女問わずの試合、高学年
の迫力ある柔道と、経験ないルールも知ら
ない私でも楽しい時間を過ごし、そして大会
は無事終了しました。
　最後に、第 50 回金沢少年少女柔道大会
より主催者が金沢市柔道協会から金沢市に
変更となったため、これまでの金沢北ロータ
リークラブの事業ではなくなったのではない
かという意見が出ましたので、今回をもって
金沢北ロータリークラブとしての後援を終え
る事となりました。

不安もあったこの企画ではありました。
　中村實博会長との打ち合わせの際での最
大の気掛りは、当然にコロナ感染対策です。
　ゴルフ場の対応については会員の自覚に
お任せするとしても、宿泊先には会食時の対
策は特別慎重な対応をお願いしました。
　就寝中も心配ですから贅沢にも「二人部
屋利用」をお願いしました。
　それが功を奏したのか、会員のご夫人から
「参加したいのですが」と拒否する理由の無
い、嬉しいお問合せをいただくことに繋がりま
した。

机上での読書でしたが、コロナ禍の中では、
対面での読書は禁止され４人掛けの机上に
斜め向かいに２人掛けでの読書が強いられて
いました。
　今回の感染防止のための卓上防止板設置
で図書館の担当者は、学生達が対面の４人
掛けで読書ができると大変感謝されました。

　のんびりとお風呂に浸かった後、三々五々
解散、帰宅という行程でありました。
　以上、今回参加されなかった会員の分ま
で楽しんで来ましたので、次回は是非とも出
席されますことを期待し、遠征報告とします。
　同好会は、新会員を随時受付しています
のでお気軽にお尋ねください。
　エェ? 成績は?って。
　メンバーに申し訳なくて発表したくはなかっ
たのですが・・・
　初日優勝者安宅雅夫幹事、二日目優勝者
中村實博会長、なんともかんとも・・・
　この結果は、以降の同好会運営には一層
の気配り、手配りをして会員の期待に応えろ
とのゴルフの神様からの声であると両名、受
け止めています。
　なんやかんやで今後ともよろしくお願いし
ます。


