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創立５周年記念例会のご案内
会員の皆様にはできるだけ全員の方に出席していただ

き、ご招待者の方々をお迎えし共に５周年を祝いたいと
思います。尚、ご家族の方で当日お手伝い等して頂ける
方がいらっしゃいましたら、是非ご出席ください。
日時 平成15年4月24日（木） 受付開始18時20分
記念例会・祝賀会１９時～２１時
場所 ホテル日航金沢３階孔雀の間 金沢市本町2-15-1
電話 （０７６）２３４－１１１１
会 費 会員７，０００円 家族 ８，０００円

素囃子演奏者 各位
下記の通りご連絡しますので、よろしくお願い致します。
５周年記念例会の素囃子の練習日が決まりましたので、お知らせしま

3/27（木） 4/3（木）す。例会終了後 （一時間ほど） 同会場にて
本番には演奏者 宜しくお願いします。4/17（木） 全員で

にほんの歌・２会員消息
（日）午後３時より金沢市アートホー4/6

ル（ポルテ ）後援金沢百万石 ・北6F RC
国新聞・北陸放送・開進堂楽器 円1,500
曲目 この道 ゆりかご 鐘がなります

テノール北山吉明少年時代他
ピアノ中田佳珠珠 横笛 北山昌平

RC4/28市内クラブ例会変更 金沢東

5/25 17:00 45 RC4/11 18:00 5/2（月 「休会」 （月） ～ 周年記念例会「国際ホテル」 （金） 観桜会） 金沢西

RC4/8 18:00 RC4/10 18:30 5/1 RC3/31 4/28（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）「 」金 休会 火 つば甚 木 松魚亭 木 休会 月 休 会金沢南 金沢北 香林坊

（月 「休会」 （火 「休会」） ）みなと RC5/6
（木） ～５周年記念例会ホテル日航 （木）休会 （木） 大平胃腸外科クリニック百万石 RC4/24 19:00 5/1 5/15 19:00

碧い大気
青い海 蒼い大地
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例会予定
３月２７日 西嶋弘子（金沢大学教育学部講師）

子供が教えてくれること
４月 ３日 東海林会員卓話
４月１０日 城戸照彦先生卓話「環境汚染につい

て」 大平会員紹介
４月１７日 ５周年記念例会打ち合わせ
４月２４日 ５周年記念例会
５ １日 休会月
５月 ８日 小林輝冶先生（竹久夢二館館長）

石丸会員推薦
５月１５日 炉辺会合（大平会員宅）

環境についての討論
５月２２日 子供を取り巻く環境２
５月２９日 江原千絵（アンサンブル金沢バ

イオリン）石丸会員推薦
６月 ５日 百万石歴史と文化５
６月１２日 磯野紀幸氏（登山家）

石丸会員推薦
６月１９日 子供を取り巻く環境２
６月２６日 一年を振り返って、次年度に望む事

ようこそロータリーへ
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（池田会員）点鐘
ＳＯＮＧ
それでこそロータリー
四つのしるべ
（池田会員）
．慈愛の種を播こう。1
感謝の声をかけあおう。1.
親睦と友情を深め、自己1.

の向上に努めよう。

。1.地域社会に奉仕し、クラブの存在価値を高めよう

心配していた湾岸戦争もはじまりました。新会員として北他紀子さんが入会さ会長挨拶
れました。心からご歓迎申し上げます。ご主人は私の学校の同級生北君で良く遊びにいき
ました。本当にご縁です。本日のご講話は同姓の北先生
で百万石文化と五代前田綱紀を中心にお話されます。よ

。ろしくお願い致します
金沢香林坊ＲＣ 村田英彦（むらたひメーキャップ

でひこ）様 金沢東ＲＣ 岩城紀男（いわきのりお）様

前田宏智 ５周年例会には沢山の姉妹クラブの方も来られます。幹事報告
うちのクラブがまだ返事が少ないので沢山出席して下さい。本日は５周年記念例
会の実行委員会を例会の後で開きますので残って下さい。

¥666,000 ¥3,671,354ニコニコＢＯＸ ¥8,000 本年度合計 残高
戦争が始まりました。明日、次女がパリから無事に帰ってくることを祈っています。炭谷会員

今日、私の誕生日にアメリカによるイラクの攻撃が始まりました。地下鉄サリン事件の日でも竹田会員

あります。 何かあるのかな！？ 戦争が始まりましたが、一日でも早く終り平和な日木村陽子会員

がくる事を祈っています。 ３０日に金城楼でおさらい会を開きます。よろしければ、聴きにいらしてく

ださい。お待ちしております。 百万石ロータリークラブへ入会させていただきました。宜しく北会員

お願いします。

北春千代県歴史博物館副館長講話の時間百万石歴史と文化４

、 元和元年（ 、 歳、 月、1 1615 1 11四代 前田光高 ）

10 1633 19利常の長男として生まれる 寛永 年（ 、）
、 、 （ 、歳 月 将軍家光の養女大姫 水戸徳川額房の娘12

光圀の姉）と結婚。 寛永 年（ 、 歳、父16 1639 25）
。 （ ）、の利常隠居にともない四代藩主となる 正保 年2 1645

歳、光高、没。31
、 寛永 年（ 、 歳、 月 日、光高の長男として生まれる。2 20 1643 1 11 16五代 前田綱紀 ）
幼名を犬千代丸、後に綱利 正保 年（ 、 歳、父光高が若くして亡くなり、五代2 1645 3〉

藩主となる。 祖父利常が後見。 万治元年（ 、 歳、将軍家光の異母弟、保科正之1658 16）
の娘摩須姫と結婚。 寛文 年（ 、夫人摩須、没。 享保 年（ 、 歳、隠居、吉徳に家督を譲る。6 1666 8 1723 81） ）

、享保 年 歳 月 日 没 年間 図書の収集・整理 全国へ家臣を派遣9 1724 82 5 9 79（ ）、 、 、 、 。 、 。藩主として 和・漢・韓
。 自ら学問を好み、学問を奨励。 学者の木下順庵、松永昌三、田中一閑、室鳩巣らを招く。西洋の書籍を収集

明の朱舜水に家臣を学ばせる。 組織的に整備される。江戸時代後期の文政 年の記録では種類 種、正細工所 11 24
72 100 9規の細工人 人見習や細工奉行を加えると 人を越える。金沢城内の新丸の当たり、後、備中町に移る。宝暦

年の火災後は堂形（現、県営駐車場）に再建。 八名工の招聘と育成 金工
代後藤程乗、後藤演乗 梅染、加賀染、加賀友禅 大樋染色 陶磁器
長左衛門、大樋焼 宮崎寒雉 狩野友益、狩野伯円、茶の湯釜 絵画
狩野即誉 宝生流 千宗室 。日本各地の能 茶の湯 百工比照を集大成

、 。工芸品の見本や標本 百工とは諸種の工芸 比照は比較対照するという意味
紙類 木材類 蒔絵梨地色漆類 草類 織物類 小紋類 打糸類 竹類 羽、 、 、 、 、 、 、 、

類 引織類 旗指物類 甲胃武具馬具類 作紋類 巻物軸類 染色頚 金具、 、 、 、 、 （
手・釘隠・取手など） の箪笥に収納。11

、人口 万。 江戸、大坂、京都につぎ名古屋と肩を金沢、江戸時代中期 10
並べる城下町。 武士、町人。武家文化工芸サロン。加賀藩領内、工芸資源、自然環境に恵まれていた。 大日山
の陶石。九谷焼。漆の木。加賀蒔絵・輪島塗。犀川と浅野川の清流。加賀友禅。北陸の湿度。小松の絹織物。金沢

点鐘の箔。美術工芸品を生む要因。美術工芸の伝統、現在まで受け継がれる。

ホテル日航５Ｆ
通算 回232

24/42 57.14%出席

68.90%2 月修正出席率

（木）2003.3.20
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