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青い海 蒼い大地

年度2006-07 >
(役員 江守巧 （役員 金沂秀 （役員 北山吉明 斎木妙子理事・役員 会長 ： 会長ｲﾚｸﾄ ： 副会長 ：） ） ）

（役員 江守道子 宮本薫子 二木秀樹幹事 ： 副幹事： 会計： 直前会長：） 池田裕之
村田祐一 東海林也令子クラブ奉仕委員長： 職業奉仕委員長： 社会奉仕委員長斎木妙子 ：

村田祐一国際奉仕委員長： 新世代委員長：大平政樹 水野陽子 監査：後出博敏 例会： ：宮崎芳弘 SAA
石丸幹夫 吉田昭生RC 情報： 広報： 増強拡大：岩倉舟伊智 修練選考：木村陽子 宮永満祐美 会報：

炭谷亮一 木場紀子 北山吉明 木村幸生 西村邦雄 土田初子企画： 親睦： 友好： R 財団
谷伊津子 相川晶代米山委員長：吉田昭生 地域発展： (事務局)

5F 920-0853 2-15-1 T076-234-1111 19 00例会場 ホテル日航金沢 〒 金沢市本町 例会日時 木曜日 ：
1 2F 920-0852 3-2 T262-2211 F262-2241事務室 ライブ ビル 〒 金沢市此花町

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp URL http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
土日祝日事務局執務時間 月火水金 ： ～ ： 木 ： ～ ： 休憩時間 ： ～ ： 休日10 00 16 00 15 00 20 30 12 00 13 00
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例会 予定
《家族例会》入船亭扇治師匠2/15
西のぼる様 「挿入画」2/22

石川ミリオンスターズ3/1
松本哲也様（弁護士）3/8
池田会員3/15
～新世代委員会活動～3/22
川又直様（北陸青少年自立援助セ
ンター理事長）
金沢北ＲＣ合同例会～観桜会～於：4/5

松魚亭
田井淳様（洋画家 「僕は絵描き」4/12 ）

会員卓話4/19

講師の石毛宏典氏

荒井ガバナー

講師の石毛宏典氏を囲んで 百万石ＲＣのメンバー
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点鐘
ロータリーソング
『 我等の生業 』
四つのテスト

先週の木曜日に話した会長 挨拶
ことです。今週の月曜日(１２日)に
津幡町文化会館シグナスで石川第一
分区の がありました。特別講演IM

の演者は元西武ライオンズの選手で、現在四国アイランドリーグのコミッショナーであ
る石毛宏典(ヒロミチ）氏でした。私を含めて多くの方はその話に全く期待をされていなかったと思いますが、と
ても話が上手で なぜに四国アイランドリーグを立ち上げたか若い頃はこうだったなどなど「野球にかける思い」

を話されました。途中退席者もほとんど無く観衆は聞きほれていました。我々百万石
クラブは会場右側の殆ど最前列で聞いていましたが、終わったあとのパーティでもい
つもの と違い殆どの参加者が残っていましIM
た。
パーティ会場では石毛氏を囲み百万石の参加
者全員で写真を撮りました。石毛さんは宮本
薫子会員に「こんなに若くて美しい方がロー
タリーにおいでるなんて知りませんでした 」。
と話しておいでました。最近にない大ヒット
な人選だったと思います。

落語家 入船亭 扇治 師匠特別ゲスト
ゲスト米山奨学生 孔 令宇 さん岩倉会員同伴 佐々木康治様 石丸恭子（たかこ）
夫人、江守麻衣子さん、北山真美（まみ）夫人

。３月分米山奨学金の支給 孔 令宇さん ※ 年度の最後の支給となります2007
《 》食 事

幹 事 報 告 ・ 委 員 会 報 告
第１９回全国ローターアクト研修会は 『一期一会～きときと江守道子幹事 2/24-25 の

』 。 、 、 。じわもん百万石 のテーマで勤労者プラザです 会長 幹事 社会奉仕委員長が出席義務です

00 464,740 5,316,760-ニコニコＢＯＸ￥ 6,0 本年度合計 ￥ 残高 ￥
本日は楽しみにしてきました。 入船亭扇治様、お話し楽しみにしていま江守会長・幹事 井口会員

す。 入船亭扇治師匠の何ともすてきなお話を心から楽しみにしている一日弟子のものです。北山会員

炭谷会員 東入船亭さん、今日はご苦労様です。本当に本当に素晴らしい芸を楽しみにしています。

昨年秋から今年一月のコンクールまで竹田りこのちゃんを取材した東海テレビの番組「夢のち海林会員

から」が１７日（土）午前１１時３０分から石川テレビで放映されます。お時間の許される方は観てくだ

さい。 入船亭様 ようこそ。お話楽しみにしています。 ヨッ！！師匠！！待っ西村会員 前田会員

てましたっ！！ 入船亭扇治師匠、ようこそ。卓話楽しみにしております。先日のＩＭで宮本薫子会員

村田元西武ライオンズでご活躍だった石毛さんにお会いできました。とても素敵な方で情熱的な人間性に魅力を感じました。

入船亭師匠、ようこそいらっしゃいました。宜しくお願い致します。 入船亭扇治師匠のお会員 大平会員

話楽しみです。 島崎先生を囲んでの二次会の会費の残りをニコボックスします。有志

演目『 井戸の茶碗 』講話の時間
落語家 入船亭 扇治 師匠

小咄 宅急便ピンポーン 鶴の恩返し 怪談体験（天井にへばり
ついた添乗員）から始まり、井戸の茶碗にはいりました。

大略は 昔、あるところに真面目な武士がおりまして、古----
道具屋で買った仏像から 両もの小判が出てきたのですが、自50
分は、仏像を買ったのであって、小判を買った訳ではないから、小判は持ち主に

。 、 、返すと言い出します ところが 仏像の元の持ち主も
なかなかの堅物で、いったん売ってしまったのだから、

。 、そんなお金は受け取れないとの一点張り とりあえず
大家の仲裁で、元の持ち主が古い茶碗を渡して、その代
金として半分の 両を受け取ることで収まります。 と25

ころが。 ただの古い茶碗だと思ったところ、磨いてみると名器「井戸の茶碗」だったか
ら、さぁ大変。再び、返す、返さないでもめます。 オチは、この真面目な武士が、妻を
もらうことになって、周囲から「磨けばきっと美人になる」と言われたのに対して 「磨、

点鐘くのはよそう。また小判が出るといけない」

5F411 回ホテル日航

2007.2.15
出席率 ％26/36 72.22

87.04%１月の修正出席率は

米山奨学生 孔 令宇
もう卒業です。さん

いい社会人になりま
す。

孔 令宇さん からのお土産のお菓子

北山会員の前座

はプロ級


