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5/10百万石ＲＣが「利家とまつ」金沢城マラソンに参加
５月１０日に第８回リレーマラソンに初参加しました。炭谷会員の発案によるものです。全員無事に完走できま

した。タイムも魏一家とピンチヒッターの多田会員その他の頑張りとで２時間を切ることができました。子ども達
のタイムは大人のタイムロスを補ってくれました。
来年も参加予定していますので皆様奮ってご参加ください。出来たら恒例行事にしたいと思います。
斉木、石丸、二木、岩倉、北山、野城、永原会員の応援を頂きました。皆様ありがとうございました。
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炭谷亮一奉仕プロジェクト委員幹事報告・委員会報告

百万石クラブが地区ではじめてのマラソン大会に出場長：
です。応援して下さい。私と金さんはタイムを競います。
打ち上げはエムザ菜香楼です。多く参加して下さい。この
ユニホームを来ます 。。

ガバナー補佐、 ガバナー訪問日で多田利明幹事：7/23 8/6
す。珠洲ＲＣの記念誌が来ています。 元会長の坂口國男
先生の展覧会の案内が紀ｔります。
ロータリーの友の５月号をご覧下さい。わが百万石クラブの記事がし永原源八郎会報委員：

っかり出ています。 少しつまんで説明します。
いい方がいたら卓話に推薦して下さい。金沂秀次期プログラム委員長：

-ニコニコＢＯＸ ¥30,000- ¥759,116- ¥3,278,500本年度累計 残高
（金沢ＲＣ）より謝礼金をニコボックスして頂きまし卓話者 岡 能久様

た。

岡さんお久しぶりです。本日の卓話宜しくお願いします。岩倉会長

多田幹事 石丸会員岡さんようこそ。卓話楽しみにしています。

お休み中は、いろいろありました。お元気で又よろしく。本日の卓話の岡

様、ありがとうございます。よろしくお願い致します。５月号のロータリー

の友見て下さいね。 岡様、本日の卓話楽しみにしていま木村幸生会員

す。 岡様、本日は宜しく楽しみにしています。マラソンには皆様来てね。次年度卓金 会員

話プログラム沢山空いています。事務局にドシドシ連絡して下さい。 岡様、本木村陽子会員

。 、 （ ）日の卓話たのしみに致して居ります 又 私事ですが長唄の名前が杵屋喜三以満 きねや きさいま

に５月１日付けで改名致しましたので今後ともよろしくお願い致します。 色々な行事齋木会員

。 。 。 、も一段落致しました ５月の連休も人のにぎわいで大変でした 少しずつ平静に戻りました 能作様

ようこそ卓話楽しみにいたしてます。 岡様今夜はようこそ。卓話楽しみにしています。 岡様、日炭谷会員 永原会員

本の美についてとことん聞かせて下さい。楽しみワクワクで待っております。 岡様、ようこそ。お話楽しみにし水野会員

ています。 岡様、本日の卓話楽しみにしております。ラ・フォル・ジュルネのオープニングコンサートで門下東海林会員

生の中林理力くんがモーツアルトの扮装でピアノコンチェルトを演奏しました。

『 今が買い、アートフル 広坂 』講話の時間 テーマ 日本の美
岡 能久（よしひさ）様 広坂振興会 理事長

昭和２４年１２月２０日生 昭和５０年１１月 株式【プロフィール】
会社能作入社

平成 ２年 ８月 株式会社能作代表取締役社長に就任 ７代目社長として、

代々継承している漆産業・金沢漆器や加賀百万石の伝統文化、茶道や能楽の振興に努めるほか金沢の中

。 。心街のまちづくりに積極的に取り組んでいる 平成 年中部経済産業局長表彰伝統工芸品功労者賞受賞16
平成 年金沢市文化活動賞受賞。19

主な役職 金沢市商工会議所議員 金沢老舗百年会副会長 金沢市教育委員 金沢家庭裁判所調停

委員 金沢漆器商工業協同組合理事長 石川県デザインセンター理事 茶道裏千家淡交会石川支部副支

部長 金沢能楽会理事 金沢文化振興財団評議員 金沢くらしの博物館委員 広坂振興会理事長

金沢ロータリークラブ会員

今日は主として最近の広坂の街作りについてお話したいと思います。広坂は周辺がとても美しい環境の街です。
商店街は片側のみで「公園の街」と言ってもいいと思います。 の街路の真ん中にある用水の向こう側はかっ450m
ては学校や役所の敷地でした。そのころは役所や学校があり賑やかでしたが、今は皆引っ越してしまい、淋しくな
りました。インテリゼンスも失われ、八軒あった九谷焼の店も三軒になってしまいました。市民がこぞって買い物
に来る街を目指してはいますが、どうやら２１世紀美術館が賑わい創設に寄与しています。伝統的街に新しい感覚

回 例会513
2009 5.7

5Fホテル日航
（ ）出席率 20/38 52.63% 62/66

3 66.95%月の修正出席率
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が必要です。伝統とは革新の連続でなければなりません。今の金沢市はショッピングは郊外へハイキングには都心
部へとあべこべ現象が出てきています。又街に来ても正装をしません。もっとオシャレをして欲しいです。年寄り
と若い人との考えも違います。観光客だけでなく、地元の人に信頼される店であって欲しいものです。昔のものは
残して良い街にしたいのですが、金沢城の完成はそれに拍車をかけるものとは思いますが、それまで店屋が持ちこ
たえれるか心配です。
漆の文化はやはり繊細の被害のなかった金沢市は京都と共に高いレベルです。

点 鐘

金沢リレーマラソン つづき

打ち上げはエムザ菜香楼にて

お 知 ら せ

１．次年度プログラム委員長 金 会員より★
卓話について
次年度の卓話を皆さんと盛り上げたいと思っております。いらしてくださる方、お呼びしたい方など居られまし

たら、是非ご紹介下さい。 お名前、連絡先などを知らせて頂ければ、金委員長より交渉させて頂きます。
（携帯 ９０－６２７０－６６００ )email: kim@gold-g.com

★２．以前、 下記のメール案内を頂きました。クラブの例会で マジックショーして頂いた山崎真孝様から
山崎 真孝 < >From: " " cull.yamazaki@nifty.com

金沢百万石ロータリークラブ < >To:" " khrc@quartz.ocn.ne.jp
Sent:Tuesday,May12,20099:52AM

金澤 定期マジックショー『パセパセ！Ⅶ』のお知らせSubject: CULL

ご無沙汰しております。 マジシャンの こと山崎真孝です。CULL
わたしの加盟するマジック団体“金澤 ”の、年１回の発表会が行われます。CULL
６月７日（日）午後４時半開場 ５時開演、６時半終演。 金沢２１世紀美術館 地階 シアター２１． 入場

無料。 本会の７名の精鋭が、バラエティー豊かな演技を披露します。 お時間に余裕があれば、ご来場いただけ
れば、うれしいです。 会場の都合で、１００人限定ですので、出来ればお早めにご来場下さい。

・ 年度 慰労会（例会）のご案内★ 08 09
次年度準備に入り、今年度も残り１ヶ月半程となり、少々早いです
が、今年度の岩倉会長・多田幹事をはじめ役員の方々の慰労会を下
記の通り企画致しました。今年は、日帰りの慰労会を兼ねた例会で
すので、これまで出席できなかった会員の方々にも気軽に出席して
頂けるのではないかと思います。万障繰り合わせ多数ご出席頂きま
すようご案内申し上げます。ご家族の参加も歓迎致します。

日 時 ２００９年６月２７日（土） １８：３０～
※２５日（木）の例会は振替休会とします。

1-38-30 076-252-2271場 所 松 魚 亭 金沢市東山 ℡
会 費 会員 ８ 円 ご家族 円,000 10,000

申込み〆切 ６月１８日（木）

ラオスＩＴセンター視察の旅★
スケジュール一部変更のご案内

事務局まで

年度例会予定 2008-2009
（ ）5/7 岡能久様 ㈱能作社長・東ＲＣ会員

「今が買い、アートフル広坂」
クラブ行事 マラソン参加5/10

花岡博司様（㈱花岡代表取締役）5/14
大友佐俊様（㈱大友楼社長・5/21

金沢 会員）RC
秋元雄史様（ 世紀美術館館長）5/28 21

「現代美術から見た日本的な美ー細工、
漆、家屋、庭園」

藪 俊彦様（能楽師・加賀宝生）6/4
（ ）6/11 魚住安彦様 金属工芸家・北ＲＣ会員

磯野洋明様（金沢北ＲＣ会長 「ロー6/18 ）
タリーの美」

休会（ 振替）6/25 6/27
慰労例会 於：松魚亭6/27


