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金沢東（月）／ＡＮＡホリデイ・イン金沢スカイ　金沢香林坊（月）／金沢東急ホテル　金沢みなと（火）／ANAクラウンプラザホテル金沢
金沢（水）／金沢ニューグランドホテル　　金沢北（木）／松魚亭　　金沢百万石（木）／ホテル日航金沢　　金沢西（金）／金沢東急ホテル
※但し、金沢香林坊RCは18時30分点鐘、金沢百万石RCは19時点鐘です。

クラブ会報委員長　　水野 義男
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金沢南ロータリークラブ
《事務局》〒920-0869　金沢市上堤町1-15 金沢上堤町ビル　TEL.076-222-2525　FAX.076-224-2882
　　　　   URL  http://www.kanazawa-south.jp/　　E-mail  minamirc@angel.ocn.ne.jp
《例会場》ホテル日航金沢　《例会日》毎週火曜日 12時30分～13時30分

ロータリー：変化をもたらすR Iテーマ

クラブのカラーを出そう地区目標

みんなでロータリーの歴史を学ぼうクラブ目標
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2017.12.5

12 月のロータリーレート　１ドル＝ 112円

12月  5日 立食例会
12月12日 「ウラジオストク訪問報告」
	 　金沢南ＲＣ　宮本治郎会員
12月19日 年忘れ家族会

卓話予定

  5日（火） 年次総会（例会時）
12日（火） 被選理事会　12：00
12日（火） 12月定例理事会　例会終了後
19日（火） 年忘れ家族会
	 　ホテル日航金沢　点鐘18：30
26日（火） 休会

12月　行事予定

◆誕生日◆

	 20日	 柳原行生会員

　	 27日	 木村正栄会員

　	 30日	 小坂卓也会員

◆結婚記念日◆

	 24日	 星山喜久会員

12 月のお祝い

11月14日　ゲスト
石川県土木部長　山岸　勇氏

11月28日　ゲスト
洋画家　一水会会員　杉村雄二郎氏



　10日3日から11月26日まで京都国立博物館で開館

120周年記念の特別展覧会で全国から210件の国宝を

集めた『国宝展』が開催されており、一般公開前日に協

賛会社の好意で特別内覧会に招待を受けて素晴らしい

国宝を鑑賞して参りました。

　それまでは国宝といっても教科書やパンフレットで

見かけるものがほとんどで現物を間近で鑑賞すること

も無かったのですが、何の見識もない私ですら印象に

残った何点かの作品がありましたのでご紹介したいと

思います。

　まず初めに新潟県十日町で出土された縄文時代の

深鉢型土器（火焔型土器）で5千年ほど前に作られた

ものとのことでしたが、現物はバケツ大の大きさがあ

り土器面には縄文ではない文様が精巧に施されており、

当時どのようにして作ったのか不思議なインパクトがあ

りました。また、その近くにあった女性の土偶も面白く

当時の理想体型も八頭身であったという説明が非常に

可笑しくもあり興味深いものでした。

　次に長谷川等伯の楓図とその息子の久蔵の桜図が

並んで展示されていたのが圧巻でした。等伯は石川県

出身の画家で水墨画のような松林図の屏風が有名だと

思っていたので、このような金色で大きな障壁画はとて

も迫力がありました。またその近くにあった俵屋宗達の

風神雷神図の屏風も現物はかなり大きく、これもまた息

をのむ迫力が感じられました。

　最後に空海（弘法大師）と最澄（伝教大師）の書跡が

あったのが印象的で、残念ながら私には評価する力は

ありませんが両者とも素晴らしい筆であるとは思います。

ただ見た目の感想としては空海の太く力強く感じられ

る筆跡に比べ最澄は細く繊細で見やすく感じられたこ

とで何となくですが1200年前の人たちの人物像を想像

してしまいました。

　館内は主要な展示物には音声ガイドの番号が記載し

てあり、何も知識が無くても竹下景子さんのわかりやす

い説明を聞きながら鑑賞できますし、また音声ガイドの

中に谷村新司さんがこの国宝展のテーマソングを歌っ

ているチャンネルもあり、その歌を聴きながら展示物を

見て回るのも非常に雰囲気があって楽しめました。我

が国が誇るべきお宝の数 を々眺めながらその芸術性は

理解できていませんが、細かい手作業の精巧さに感心

したり、大きな絵画に圧倒的な迫力を感じたり、また歴

史の中に入り込みそうになったりと普段味わえない面白

い体験でした。

京都国立博物館開館１２０周年記念特別展覧会『国宝展』を訪ねて
　宮本　治郎



●ソング 君が代・奉仕の理想

●出　席 36名　欠席/19名（他出席免除4名）

	 前回修正出席率　87.27％

●ビジター 金沢RC	 冨木昭光会員
	 交換学生	 アイザイア・ケネディ君
●幹事報告

・本日、奉仕プロジェクト委員会の炉辺会合を開催します。

　18：30　志げ野

・地区大会ホスト加賀ロータリークラブよりお礼状が届き

ました。

●ニコニコボック ス

浜上会員	─────────────────────

　先月10月28日、29日、2610地区国際ロータリー地区

大会ご参加の皆さん、ご苦労様でした。

　・地区大会において、ロータリー財団累積25万ドル達成

クラブとして金沢南ロータリークラブが表彰されました。

　・在籍45年表彰三野会員、在籍30年表彰新保会員、長

寿ロータリアン中田会員、長寿ロータリアン高本会員、

おめでとうございます。

押野谷会員	────────────────────

　年間賞自祝。

北会員	──────────────────────

　結婚記念日自祝。

酒田会員	─────────────────────

　ゴルフ同好会中田会長、幹事の皆様、ゴルフコンペご

苦労様でした。

岩本会員	─────────────────────

　謝意　結婚して58年を迎え、誕生祝い85才を祝って

貰い感謝しています。自分を振り返ると山あり谷あり、川

ありの波乱に満ちた時期を乗り切った杖は誠実に勝る

知恵は無し。

山森会員	─────────────────────

　結婚記念日のお祝いありがとうございました。

園田会員	─────────────────────

　結婚記念日自祝。

本年度累計額　569,000円

第2345回　平成 29年11月7日（火）　晴	 12:30 〜 13:30

●ソング 我等の生業

●出　席 41名　欠席/14名（他出席免除4名）

	 前回修正出席率　92.72％

●ビジター 金沢西RC	 丸井　洋会員
●幹事報告

・ガバナーから依頼がありました「ポリオ撲滅のためのニ

コＢＯＸ」の送金報告がありました。ニコニコボックス

より59,000円送金しました。

　　内訳　ポリオプラス基金　221.25ドル（24,780円）

　　　　　年次基金　　　　 295ドル　（33,040円）

・来週11月21日は休会です。

・本日例会終了後、11月定例理事会を開催します。

　５階　梅の間

・本日、パスト会長会を開催します。つば甚　18：30

●ニコニコボック ス

浜上会員	─────────────────────

　石川県土木部長山岸勇様、本日の卓話宜しくお願い

します。

　・先週１１月７日、奉仕プロジェクト委員会の炉辺会合、

ご苦労様でした。

石野会員	─────────────────────

　石川県土木部長山岸勇様、本日の卓話宜しくお願い

します。

山田会員	─────────────────────

　結婚記念日、お祝いをいただき気付かせていただきま

した。有難うございます。

東　会員─────────────────────

　石川県土木部長山岸勇様、本日の卓話よろしくお願い

します。

高本会員	─────────────────────

　長寿ロータリアン表彰をいただきありがとうございま

した。

岡元会員	─────────────────────

　山岸勇様、本日の卓話宜しくお願いします。

髙木会員	─────────────────────

　社会人になってから最長の海外渡航になった３週間

でした。そして結婚記念月の自祝として。

竹内（昭）会員	───────────────────

　結婚記念日自祝。

竹内（純）会員	───────────────────

　ゴルフ同好会コンペ優勝しました。皆様、ありがとう

ございました。

本年度累計額　593,000円

●卓　話

「石川のかがやく未来を支えるインフラ整備」

石川県　土木部長　山岸　勇	氏

第2346回　平成 29年11月14日（火）　曇り	 18:30 〜 20:30



●ソング それでこそロータリー

●出　席 34名　欠席/21名（他出席免除4名）

	 前回修正出席率　87.27％

●幹事報告

・ロータリーレート変更　12月１日より１ドル＝112円（現

行114円）に変更になります。

・来週は、年次総会を開催します。会員皆様のご出席をお

願いします。

●ニコニコボック ス

浜上会員	─────────────────────

　杉村雄二郎様、本日の卓話宜しくお願い致します。

坂東会員	─────────────────────

　結婚記念日自祝。

木下会員	─────────────────────

　本日、誕生日であります。今朝、東京から戻って来まし

たが車窓からの立山連峰がとても美しく、「ヨシッ！！」

という気分になりました。

塩梅会員	─────────────────────

　鍔団長を先頭に園田さん、星山さん、木村賢一郎さ

ん、石瀬さんと共にミャンマーに行って来ました。50周

年に向けて国際奉仕事業の段取り、ほぼ出来たと思いま

す。皆様のご協力を頂きながら、来年の事業を成功させ

ようと思います。

岡元会員	─────────────────────

　杉村雄二郎様、本日の卓話宜しくお願い致します。

岩本会員	─────────────────────

　杉村雄二郎様、本日はありがとうございます。

本年度累計額　604,000円

●卓　話

「絵ごころと笑い」

洋画家　一水会会員　杉村雄二郎	氏

第2347回　平成 29年11月28日（火）　晴	 12:30 〜 13:30

11 月定例理事会議事録

●日　時 平成29年11月14日（火）例会終了後

●場　所 ホテル日航金沢		5階		梅の間

●審議事項
１．年次総会開催の件
　　日時　12月5日（火）例会時
　　議題　次年度理事選任の件
２．次副会長候補者の件
３．年忘れ家族会（例会変更）の件
　　12月19日（火）点鐘18：30　ホテル日航金沢
４．社会奉仕委員会事業
　　講習会「役に立つビジネスマナーについて」
５．50周年ミャンマー事業費の件
　　通訳・現地移動費・お土産代を事業費より支出
６．例会場へのお歳暮の件
　　例年通り12月第一例会にお渡しする。
７．地区大会表彰の件
　　従来通りとする。

●金沢RC	 12月13日（水）18:00〜　ホテル日航金沢　
	 	 「イヤーエンドパーティー」
	 12月27日（水）	休会

●金沢東RC	 12月11日（月）18:30〜　ANAホリデイ・イン金沢スカイ
	 	 「年忘れ家族例会」
	 12月25日（月）	休会

●金沢西RC	 12月15日（金）18:00〜　金沢東急ホテル
	 	 「クリスマス例会」
	 12月22日（金）	休会
	 12月29日（金）	休会

●金沢南RC	 12月19日（火）18:30〜　ホテル日航金沢
	 	 「年忘れ家族会」
	 12月26日（火）	休会

●金沢北RC	 12月21日（木）18:30〜　松魚亭

	 	 「年忘れ会」
	 12月28日（木）	休会

●香林坊RC 12月18日（月）18:30〜　金沢東急ホテル
	 	 「年忘れ家族会」

●みなとRC 12月19日（火）18:00〜　ANAクラウンプラザホテル金沢
	 	 「年忘れ家族親睦夜間例会」
	 12月26日（火）	休会

●百万石RC	 12月14日（木）19:00〜　会場未定
	 	 「会場変更例会」
	 12月21日（木）	19:00〜　ホテル日航金沢
	 	 「年忘れ例会」
	 12月28日（木）	休会

12月の例会変更


