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その１越前海岸に水仙を見に行ってきました。 その２）桑島に「雪だる暖かな陽気に誘われて、
村田祐一ま」もみにいってきました。

どちらも道中に雪が無く快適なドライブでした 「雪だるま」は 日にも白峰で見れます。お時間のある方はどう。 13
。 。 。ぞお出かけください 越前海岸方面は日帰り温泉も沢山あります 温泉好きな方は入浴の用意もされると良いかな

71-326-1 TTEL 0778-37-2360お勧めは「漁火」です。越前ガニミュージアムの向です。福井県丹生郡越前町厨 ：

に行珍しく快晴の越前海岸
きました。福井市の海近く
満月という料亭旅館に泊まり
三国町の東尋坊と雄島にいき
ました。日本海の夕暮れを観
賞しました。

～ 石丸幹夫1/28 29

2/8 2/11会員消息 江守巧会員 江守道子会員 （日）
（祝） の内見会がありました。さすが江新しいクリニック
守巧先生の新装のクリニックは居心地よく素晴らしく、贈

。呈の花でうめつくされていました ご繁栄をお祈りします。
昨年２月太郎冠者を演じましたが、本年宮永満祐美会員

より石川県能楽堂にて 文荷（ふみにない）2/11 16:00
をいたしました。
多田幹事と私と家内は久しぶりに狂言の世界をみせてまら
いました。宮永満祐美会員の「文荷」の次郎冠者、其の名
演技に 笑いの楽しい時間でした。 石丸幹夫
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例会予定
年度2008-2009

蚊谷八郎様（カタ2/5
ニ産業社長）

中川衛 様2/12
中村驍様（東山ま2/19

ちづくり協議会会長）
金澤北ＲＣとの2/26

19:00合同家族例会
松魚亭
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点 鐘
『 』SONG 手に手つないで

四つのテスト
： 今日の経済状況のの会長挨拶

八郎説明のあと、本日の講師の
様（カタニ産業㈱・金沢Ｒ
Ｃ会員） 。を紹介した

ゲスト紹介： ビジターの紹介
なし

・・・４名 １５日 宮永 満祐美（まゆみ）会員 ２２日 木村 陽子 会員 ２４日今月の誕生者の紹介
土田 初子 会員 ２５日 江守 道子 会員

《 食 事 》
会報は 号になりました。先週が第 回例会幹事報告・委員会報告： 多田利明幹事： 500 500

でした。第１号、第 号もプリントされてあります。テーブルにありますのでご覧下さい。100
来年度の予算もたてたいので各委員会は炉辺会合をお願いします。

ニコニコＢＯＸ
-¥23,000- ¥533,136- ¥3,028,314本年度累計 残高

蚊谷会員 岩倉会長（金沢ＲＣ） 謝礼金をニコボックスさせて頂きます。

多田幹事蚊谷様、本日卓話ありがとうございます。お話楽しみにしています。

カタニ様、本日はようこそ。卓話楽しみにしています。 蚊谷さんお久しぶり江守巧・道子会員

です。本日はよろしくお願いします。クリニック開業以来順調に経過しています。色々有り難うございま

す。 蚊谷様、本日の卓話何卒よろしくお願い致します。夏の床も楽しみにしていま木村陽子会員

す。 蚊谷様、本日の卓話楽しみにしています。 皆さんこんばんは。木村幸生会員 魏会員

蚊谷様のお話を楽しみにしております。先週ご案内しましたフードピア金沢の件ですが、皆さんのおかげ

さまで、定員オーバーとなりました。本当にありがとうございます。フードピアの特別ランチも各店でご

用意していますので是非どうぞ！ 蚊谷様ようこそ。卓話楽しみにいたしております。９齋木会員

９％の責任は全国的にも素晴らしく金沢の誇りです。 ５０１回の例会を祝して。炭谷会員

（ ）講話の時間 『 』東の名妓・美ち奴に思う 蚊谷八郎様 カタニ産業㈱・金沢ＲＣ会員

木村幸生企画委員長：本日は東山街づくり協議会の４人の旦那様のお一人のお話です。金箔
業の蚊谷八郎様にお願いしました。あとは自己紹介でお願い致します。

初めてこのクラブの例会にきました。女性が多く、しかも知り合
RCいの人もおられて、これまで遠慮していました。７月から金澤

の会長になります。地区大会もありますので、全員出席でまたよろ
しくお願いいたします。本日は金澤を代表する芸妓さんの中の代表
の美ち奴さんの思い出をお話します。
昭和 年に淺野側園遊会を立ち上げて、第 回 平成元年第 回62 3 1
水芸 平成滝の白糸を上演し、太夫には 東の芸妓 美ち奴さんがな
りました。
松旭斎 天勝の末裔が北千住ににいると聞き、佃さん等とたづねました。そこで園遊会の
水芸を金澤の芸妓さんにさせたい様に言いましたところ「お断り」でした。其れを聞いた
美ち奴さんが直接交渉に行くこ
とになりました。

「あなたが水谷八重子さんのお知り会いの金澤の美ち奴
さんですかよく聞いています」といわれ協力してくれる
ことになりました。そして「私が水芸をやります 」と美。
ち奴さんが引き受けることになりました。われわれは赤
坂の浅田屋で祝杯をを上げました。大変な負担でしたが

3 4 8 9割り勘ででした。第 回 平成元年 月 日（土）～
（ ） 。日 日 第 回 水芸 平成滝の白糸 上演 となりました1

大盛況でした。しかし、残念な事には美ち奴さんは病に
倒れ、第 回 水芸 平成滝の白糸 の太夫は 東 芸妓 ふ2
み さんに交代しました。美ち奴さんは車椅子でこられました。その後 才でなくなられました。政財界の多数に60
見守られてのお葬式でした。

淺野川園遊会の発端は当時淺野川はそれはそれはよごれていました。さびれていました。東山の家屋もなかな
か買い手がいませんでした。其れが今は大変な人気です。家も値上がりしました。

点 鐘今の目的は演舞場の再興です。

回501
2009 2.5

ホテル日航金沢 Ｆ5
/38 %出席率

11 70.94%月の修正出席率


