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サザンカ（日本名）

椿（つばき）科開花時期は、１０／１
０頃～翌２／１０頃。
・花の少ない晩秋から初冬にかけて、
朝夕の冷たい空気に誘われるように咲

き出す。さびしくなった秋、冬の庭に
いろどりを添えてくれるありがたい花
です。
・椿（つばき）の漢名（中国名 「山茶）
花」が、いつの頃からかこのサザンカ
の名前として間違って定着した。読み
は「山茶花（さんさか 」 →「茶山花）
（ささんか 」→「さざんか」というぐ）
あいに変化したらしい。

上記から 「山茶花」の漢字名も本当、
は誤用。 （どこかで椿とサザンカが混同さ
れたのでしょう） 日本が原産地。江戸時代
に長崎の出島の オランダ商館に来ていた医師ツンベルクさんが ヨーロッ
パに持ち帰り、西欧で広まった。 学名も英名もサザンカ（ 。Sasanqua）

金沢市内ＲＣの例会変更
RC 2/7 2/14金 沢 （水）夜間例会 ～ 金沢ニューグランドホテル18:00

（水）ＩＭに振り替えのため休会
月）新春懇親例会 ： ～ 松魚亭金沢東 （RC 2/5 18 30

（月）ＩＭに振り替えのため休会2/19
（金）ＩＭに振り替えのため休会 （金）５ＲＣ夜間例金沢西 RC 2/9 2/16

会 ～ 都ホテル18:30
（火）ＩＭに振り替えのため休会金沢南 RC 2/13

18:30金沢北 RC 2/15 2/22（ ） （ ）木 ＩＭに振り替えのため休会 木 夜間例会
～ 松魚亭

（月）ＩＭに振り替えのため休会香林坊 RC 2/5
（火）→ （金）に振り替え５ＲＣ夜間例会 都みなと RC 2/13 2/16 18:30

ホテル

金沢百万石
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例会 予定
（水）金沢 新年合同例会1/17 8RC

※18:00 金沢全日空
（ ）1/18 1/17８ＲＣ新年合同例会

に振替
佐藤毅一郎様（日本銀行支1/25
店長 「最近の金融経済の動）
向」
島村正樹様（県中央病院泌2/1

尿器科医師 「性感染症につ）
いて」
鈴木艶子様（夢らく商事社2/8
長）
《家族例会》入船亭扇治師匠2/15
西のぼる様 「挿入画」2/22

金沢市山茶花
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ご祝儀 舞楽 「萬歳楽」洋遊会18:00
点鐘

国歌斉唱 「君が代」
『奉仕の理想』SONG

萬歳楽の演奏で今年もロータリーを楽しくスタ紙谷 穣 金沢東 会長：RC
ートしましょう。そして皆様のご健勝をお祈り致します。昨年は秋篠の宮家に
殿下誕生、トリノオリンピックのフィギュアースケートの荒川選手の活躍はじ
め素晴らしい事もありましたが、戦後最長といわれたいざなぎ景気は実感があ
りませんでした。社会は利益と効率第一主義で、そのため勝ち組と負け組がは
っきりわかれてしまいました。今日は金沢８ロータリーの
会員の皆様が多数出席下さいましたことを心からお礼申し
上げます。最近のあさましい事件、家族の絆や礼儀はどう
なったのでしょうか？世界に信頼された日本人としてロー
タリーの四つのテストを実施したいです。 ロータリーの
発展と各クラブの発展を祈願致します。

ロータリーの18:30 乾杯 松尾久義パストガバナー
発展とクラブの発展を祈願して 乾杯

懇親会
ご祝儀 「梅は咲いたか 「百万石節」 東・主計町・西芸妓18:45 」

閉会挨拶 加藤弘雄 金沢西ＲＣ会長19:25
ＳＯＮＧ 「に手つないで」

紙谷 穣 金沢東 会長点鐘 RC

【洋遊会プロフィール】
文久元（ ）年 「暢日蓮」という雅楽愛好会とし1861 、
て発足。

～一明冶 （ ）年、明治天皇が北陸地方を御巡幸の際に雅楽を休息11 1878
時に演奏、これを機会に雅楽が大変盛ん
になり、宮内省との交流が生まれる。▼

大正 （ ）年、宮内省楽師東儀俊義氏の意見により会名を「洋遭8 1919
会」と改め、舞楽面、装束、楽器、古文
書、楽譜等を収集し、数々の舞楽を習得、全国的にも珍しい舞楽を完全に行える民間雅楽団体に成長する。

戦後は一時的に会員の減少などに直面するも、昭和 （ ）年 月 日に、福岡町の無形文化財に指定45 1970 11 17
された結果、再び町民の間に雅楽を支援する機運が高まり、現在に至る。

平成 年 月に開催された「国民文化祭とやま’ 」では「雅楽の祭典」を成功させ、平成 （ ）年の8 10 96 12 2000
英国ヨークシャー州公演が大好評を博し、 テレビで絶賛される。BBC

点鐘「手に手つないで」

3F407 回全日空ホテル

2007.1.17金沢 新年例会8RC
21/36 58.33%出席率

月の修正出席率 ％12 84.26


