
第2256 回 例会  創立 49 周年記念例会
10 月 6日（木）くもり／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
喜多　利行君（会員）　「私の職業」

２．出　欠
出　席　25 名　　欠　席　15 名

３．誕生日お祝い
　屶網君（20 日）、高岡君（31 日）

４．結婚記念日お祝い
　魚住君（13 日）、山上君（16 日）、中村（實）君（19 日）、
　高岡君（25 日）、小嶋君（26 日）、安宅君（27 日）

５．ニコニコボックス
小泉君、木村（康）君　本日、創立記念例会を祝して

喜多会員、本日の卓話有難うございます。楽しみに聴かせ
ていただきます。

水巻君　喜多さんの講話楽しみです。
内堀君　本日の卓話、喜多会員のお話し楽しみです。
中村（實）君　創立 49 周年を祝して‼

喜多さん、金融庁の検査の中にもかかわらず卓話の時間を作っ
て頂きありがとうございます。※違法の無い様願っています‼

魚住君　娘がいしかわ芸術文化祭花展で秋の風情を表現しました
　　合計 10,000 円（累計 146,000 円）

第2257 回 例会  お月見夜間例会
10 月 20日（木）晴れ／ 18：30〜 20：30［松魚亭］

１．式次第
点鐘
ロータリーソング「我等の生業」
会長挨拶　小泉幸雄会長
ニコニコボックスの披露　例会運営委員会
点鐘
乾杯　小泉幸雄会長
ミニコンサート
　今井絢子（オーボエ）、
　五十川瑠花（フルート）、
　水本芳枝（ファゴット）
中締め　畠善昭クラブ管理運営統括委員長
ロータリーソング「手に手つないで」

２．出　欠
出　席　23 名　　欠　席　17 名　　ご家族　12 名

３．ニコニコボックス
小泉君、木村（康）君　本日のお月見例会。ミニコンサート楽しみです。

本日も楽しく過ごしましょう。
本田君　10 月 6 日に全国建設業労働災害防止大会において、安全衛

生表彰厚労省を受賞させていただきました。これからも頑
張ります。

水巻君　北陸ゴルフ振興会の 10 月月例会で優勝しました。ハンディ
キャップのおかげです。

中村（實）君　47 回目の結婚記念でロータリーよりお花を頂きまし
た。ありがとうございます。子供達からは何の祝いも無い
ので感謝です。

内堀君　本日の夜間例会、3 名の奏者をお迎えしての演奏楽しみです。
　　合計 14,000 円（累計 160,000 円）

第2258 回 例会
10 月 27日（木）晴れ／ 12：30〜 13：00［松魚亭］

／ 13：20〜 15：00［国立工芸館］
１．見学

国立工芸館「ジャンルレス工芸展」鑑賞
２．出　欠

出　席　23 名　　欠　席　17 名

３．幹事報告
・理事会報告、地区大会報告

４．ニコニコボックス
小泉君、木村（康）君

本日は日本伝統工芸展大いに
楽しみましょう。魚住先生、
いつもご用意いただきありが
とうございます。

　　合計 3,000 円（累計 163,000 円）

第2259 回 例会
11 月 10日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
弁護士、特定非営利活動法人シェきら
り事務局長・理事　　中　聖子　氏

２．出　欠
出　席　28 名　　欠　席　12 名
ビジター　1 名

３．来訪者
相模原南 RC　　山田　修君

４．地区大会特別表彰報告
大村精二君（長寿ロータリアン）、
木下和吉君（在籍 45 年且つ出席率 100％ロータリアン）

５．誕生日お祝い
　魚住君（7 日）、的場君（7 日）

６．結婚記念日お祝い
　屶網君（11 日）、河合君（22 日）、辻君（23 日）

７．委員会報告
・京都洛北 RC 訪問の件（親睦活動委員長）

８．ニコニコボックス
相模原南 RC 山田 修君　本日、出張で金沢に参りました。友好クラ

ブである相模原南RCの山田です。本日はお世話になります。
よろしくお願い申し上げます。

小泉君、木村（康）君　本日の卓話、シェきらりの中先生、お話し
楽しみに聴かせていただきます。
相模原南 RC の山田様ようこそお越し下さいました。

木下君　地区大会で表彰いただきました。ありがとうございます。
中村（實）君　シェきらりの中事務局長様本日の卓話よろしくお願

いします。友好クラブの相模原南 RC から山田さんが来ら
れました。ありがとうございます。

内堀君　本日はシェきらりの中事務局長様をお迎えして、お話しあ
りがとうございます。
スタッフの皆様のご苦労をお察しします。『応援しています』
これからも頑張って下さい。

松田君　いつもシェきらりの応援ありがとうございます。本日の中
先生のお話楽しみにしております。

　合計 13,000 円（累計 176,000 円）

■ 12・1 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、
事務局へお問い合わせください。

● 12 月   8 日（木）例会　次年度理事会
● 12 月 15 日（木）会員作品展、年忘れ会　於・松魚亭
● 12 月 22 日（木）休会
● 12 月 29 日（木）休会
● １月   5 日（木）休会
● １月 12 日（木）金沢８RC 新年合同例会　於・ホテル日航
● １月 19 日（木）例会　定例理事会
● １月 26 日（木）例会
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京都洛北ロータリークラブ友好訪問
幹事　木村　康徳　　　副幹事　屶網　大介

１１月１７日
◆昼食（於 南禅寺順正）
早朝午前７時、一行は金沢駅西口から貸切

りバスに乗車し京都へ向かいました。
予定より３０分程度早く目的地に到着したこ

とから、各自、秋晴れのもと紅葉をみながら
観光客で賑わう南禅寺を散策しました。昼食
時には、洛北ＲＣ負野会長はじめ同クラブの
役員御一同も同
席のもと、名物
の湯豆腐をはじ
め美味しい料理
を堪能し、ホテ
ルオークラ京都
に移動しました。

◆夜間例会 · 懇親会（於 ホテルオークラ京都）
来年度、両クラブが５０周年記念を迎える

ことから、両クラブの会長の挨拶に加え、
５０周年度時の会長挨拶があり、各クラブの
周年記念事業の準備状況について報告されま
した。
懇親会は、多くの全国的な賞を授与されて

いる京都両洋高等学校吹奏楽部（同高の校

頃の記憶と三波春夫の歌声が鮮明に蘇ってき
ました。広い園内を回り、ゴルフ並にカロリー
を消費した後は、ミシュラン★★★の柏屋大
阪千里山で贅沢な会席料理を味わいました。
でも、金沢の料理屋さんも全然負けてな

い！と感じたのは私だけでしょうか…。

洛北ＲＣの皆様には、事前の受入れ準備

会員１３名、同伴５名の計１８名は、１１月１７日・１８日の１泊２日の日程で友好クラブ
である京都洛北ロータリークラブ（以下「洛北ＲＣ」といいます。）を訪問してきました。

長先生は洛北ＲＣの会員）による生演奏、持
込みのワイン、豪華な食事に囲まれ、懇親の
実を深めました。洛北ＲＣは、コロナ渦の中
でも３０代、４０代の会員を増やしておりまし
た。同クラブの某会員によると、例会以外に、
ゴルフ、バンド
活動、その他の
活動を通じて会
員間のコミュニ
ケーションを深
める場があるの
が一つの要因と
のことでした。

１１月１８日
◆友好ゴルフコンペ（於 琵琶湖カントリー倶
楽部）
友好コンペ（金沢北ＲＣ１１名、洛北ＲＣ

１２名が参加）が開催されました。天気にも
恵まれ、コースも申し分なく、ティーグラウン
ドからみえる比叡山が印象的でした。今回の
友好訪問にあたり親睦委員長として、洛北Ｒ
Ｃ側との連
絡をはじめ
とする諸準
備をされて
きた中川会
員が優勝し
ました。

◆観光（於 万博記念公園）
観光組（７名）

は大阪の万博記
念公園を訪ねま
した。昔懐かし
い太陽の塔がそ
びえ立ち、高さ
70メートルの塔
内を歩いて上り
ました。当時の
写真や模型を観
ると、若かりし

に加え、１７日の昼から１８日の夕方のお見送
りまで終始、至れり尽くせりのお心遣いを頂
戴しました。
これまで友好の絆を深められてきた両クラ

ブの諸先輩方に感謝をするとともに、両クラ
ブの絆をより強固なものとすべく、５０周年
記念事業を会員全員で盛り上げていきたいと
思います。

◆友好クラブ
11月 10日例会に相模原南 RC　山田修会員が来訪されました。
美味しいお菓子をありがとうございました。

東京小石川 RC　谷一文子会長よりメッセージをいただきました。

金沢北ロータリークラブ
会長　小泉幸雄様

いつもありがとうございます。東京小石川ロータリークラブ会長の谷一です。
今回の月報の表紙が石川県立図書館でしたので、うれしくなり、メールします。
弊社は全国の図書館にかかわる仕事をしておりますが、石川県立図書館もお客様
で、新館への移転作業と現在の図書館の窓口業務（グレーのジャケットが弊社のス
タッフ）を受託しております。
館長は慶応義塾大学名誉教授（図書館情報学）の田村先生ですが、私は修士２
年目で慶応の図書館・情報学の大学院に在籍しています。なので、慶応の先生た
ちも評判を聞いて、視察するとのことです。
県内では野々市市の図書館も弊社が全面的に運営しているのですが、金沢市内の
素敵な図書館がある中、石川県立図書館はすごい人気で、おそらく来年は（私の
出身地）岡山県立図書館を追い抜くと思います。
親睦委員会が金沢行を計画しつつ、コロナでなかなか実現していないのですが、
金沢北ロータリークラブ様との交流はみんな楽しみにしています。

どうかこれからもよろしくおねがいします。


