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　11月13日・14日に職業奉仕委員会の研修旅行で「令
和」をテーマに福岡の地に行ってきました。今年は平成
から令和への改元と、新しい時代を迎えた記念すべき
年であり、この新元号「令和」ゆかりの福岡大宰府政庁
跡地に佇む坂本八幡宮を訪れ参拝しました。天平二年
（730年）太宰帥として赴任した大伴旅人の邸宅が神社
のそばにあったと言われており、山上憶良などを自宅に
招き、梅花の宴を開催し、そのときに詠まれた歌「梅花
の歌三十二首」が「万葉集」巻五に収められ、この序文
を書いたのが旅人と言われており、その一文「初春令月、
気淑風和（初春の令月にして気淑く風和らぎ）」が新年
号「令和」の典拠となっています。大宰府天満宮に隣接
する九州国立博物館にて「新元号記念特別展」の視察
や当時大陸へ渡る人々の航海の安全と事業の成功を祈
願したことから「方除け」「厄除け」で信仰が篤い厚見会
員推薦の竈門神社にも参拝しました。深秋の時節では
ありましたが、穏やかな天候の中、凛とした空気に、万
葉の時代からの時の流れ、大陸との交流・関わり等、悠
久の歴史に想いを馳せるひと時でありました。
　歴史・文化視察を終えて、「令和初」となる大相撲九州
場所が開催されている福岡国際センターに移動し、幕
内・横綱白鵬の土俵入りから観戦しました。「輝」「炎

鵬」「遠藤」と書かれたプラカードを金沢から持参され
た方、力士の四股名入りのタオルを売店で購入した方、
それぞれに地元力士に熱のこもった応援をしました。地
元力士の結果は1勝2敗（輝●	炎鵬○	遠藤●）でしたが、
本場所の雰囲気や迫力ある取組み、力士と間近に接す
る機会に皆興奮気味でありました。
　国際センターを後にして、福岡の老舗料亭稚加榮に
て懇親会を催しました。鮮度抜群のイカ刺しや博多の
冬の名物あらちり鍋に舌鼓を打ち、観戦の興奮冷めや
らぬ中、賑やかで楽しい時間となりました。
　2日目は下関・門司に足を延ばし、壇ノ浦の合戦の平
家ゆかりの赤間神宮で参拝し、昼食は日清戦争後に講
和会議が行われたフグ料理発祥店でもある春帆楼本店
にてフグのフルコースをいただきました。関門海峡の海
景色、幕末の攘夷戦で外国船を砲撃した砲台跡を車窓
より眺め、リニュアルした関門海峡ミュージアムに立ち
寄り、福岡空港でたくさんのお土産（明太子やめんべい
などなど）を大人買いして岐路につきました。
　幾分タイトなスケジュールではありましたが、天候に
も恵まれ、九州の地にて日本の文化・歴史・伝統をあら
ためて体感した素晴らしい研修旅行となりました。徳野
会長をはじめ、ご参加いただいたメンバー各位、企画か
ら添乗業務までご尽力いただいた野村副委員長に心か
ら感謝申し上げ報告といたします。
	 （記　職業奉仕委員長：松本　浩平）
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職業奉仕研修旅行報告
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今月のことば

“敬天愛人”
常に公明正大 謙虚な心で 仕事にあたり

天を敬い 人を愛し 仕事を愛し
会社を愛し 国を愛する心

 京セラグループの社是より

 （選　親睦：橋浦康友会員）



〈 例会メニュー 〉
12/2	 〈和食〉師走定食
12/9	 〈中華〉年忘れ家族例会
12/16	〈洋食〉ホテルハンバーグとかにクリームコロッケ添え

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

1.真実かどうか
2.みんなに公平か
3.好意と友情を深めるか
4.みんなのためになるかどうか

　金沢東RCの年内の例会は12／16例会で終了し、新年は
1／9金沢8RC新年合同例会（18：30～　ANAクラウンプ
ラザホテル金沢）、通常例会は1／20例会からとなります。
　※12／23，12／30，1／6は休会です。

❖  12 月 2 日（月）例会 ❖

■ソング
“君が代”
“奉仕の理想”

■本日の卓話
12月		2日		 ㈱金沢名鉄丸越百貨店	取締役社長
	 	 石

いし

川
かわ

仁
ひと

志
し

氏（金沢東ＲＣ）
	 	 「百貨店の事業環境」

■例会卓話予定
12月		9日		 年忘れ家族例会
12月16日		 交換学生 Jovian	AORANGI-TAYLOR君
	 	 「母国の紹介他」
12月23日		 休会
12月30日		 休会
		1月		9日		 金沢8ＲＣ新年合同例会
	 	 （18：30～ ANAクラウンプラザホテル金沢）
		1月20日		 ソニー生命保険㈱エグゼクティブライフプランナー
	 	 中

なか

井
い

弘
ひろ

之
ゆき

氏（金沢東ＲＣ）
	 	 「未定」
		1月27日		 公益社団法人金沢青年会議所
	 	 2020年度第68代理事長
	 	 鶴

つる

山
やま

雄
ゆう

一
いち

氏（金沢ＪＣ）
	 	 「未定」
		2月		3日		 新春懇親例会（松魚亭）

■ おめでとう（敬称略）
◎12月お誕生日祝
中井　弘之	 12.	 2	 宮本　秀夫	 12.	 8	 徳野与志一	 12.	 8	
白川ひとみ	 12.11	 塩村　秀樹	 12.25	 橋浦　康友	 12.26
山岸　敬広	 12.26	 山城　大助	 12.27

◎12月ご結婚記念日祝
松木　浩一	 12.	 3	 木村　道明	 12.	 9	 大島　淳光	 12.14
蟹瀬　　克	 12.16

■ ニコニコ Box（敬称略）
諾（台北令和RC）…新しいクラブを立ち上げるのですが、経験不足故に勉

強のため見学に来ました。よろしくお願いいたします。
松本浩平…去る11月13日、14日で、福岡の地に赴きました。職業奉仕旅行

に沢山のメンバーの方々にご参加いただき、誠にありがとうござい
ました。遅ればせながら御礼申し上げます。

徳野…先週は例会の後、台湾、バンコク1週間の旅行を楽しんできました。
命の洗濯のつもりでゆっくり遊んできました。鋭気を養ったので、
気持ち良く新年を迎えたいものです。

米沢…ツェーゲン金沢は昨日の大宮戦が最終試合でした。過去最高の結
果で終わりましたのも皆様のご支援のお蔭です。引き続きご支援、
よろしくお願いします。

鈴木…30年皆出席祝をいただきました。会員の皆様のお蔭です。ありがと
うございました。

田中…過日、16年皆勤賞をいただきました。健康に恵まれたことと皆様の
ご友情の賜物と感謝申し上げます。ありがとうございます。

山岸敬広…グリーン会ゴルフコンペで準優勝させていただきました。お天
気、メンバー、ハンディキャップの全てに恵まれ、感謝です。ありが
とうございました。

白川…11月9日、グリーン会ゴルフコンペにて3位をいただきました。いつ
もありがとうございます。

竹松…20日の結婚記念日にお祝いを賜り、ありがとうございました。31年
間、支えてくれた妻には大変感謝しています。

三井正哉…結婚記念日のお祝いをありがとうございました。妻に花のプ
レゼントをします。また、本日、年末ジャンボ宝くじの特設販売を行
います。今回は特別に「宝くじ幸運の女神」をお連れしました。是非、
幸運を手にしてください。

塩村…結婚記念日のお祝いをいただき、ありがとうございます。

　合計　680,400円　

❖  11 月 25 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
11月		3日	 40 ／ 104　ホームクラブ　38.46％
10月21日	 79 ／ 104　補正出席率　　75.96％
　　　　　　　　　　　　　			（出席免除会員6名）

12月は疾病予防と治療月間です

世界社会奉仕委員会では、金沢市在住留学生にこの年の瀬に
ささやかでも支援の手を差し伸べたいと計画し、会員宅に届
けられるお歳暮商品や家庭に眠っている生活用品の一部（生
物はご遠慮下さい）をご提供下さいます様お願いいたします。

　持込日時：12月16日（月）　11:30～12:30
　持込場所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F「例会場」受付まで

留学生支援のお願い

◆米山年末懇親会
日　時：12月7日（土）　17：00～ 19：30
場　所：ホテル金沢
会　費：10,000円（クラブ負担）
出席予定者：李、向井

◆年忘れ家族例会
日　時：12月9日（月）　18：30～
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F
会　費：会員…10,000円	 ご家族（中学生以上）…8,000円
	 　〃　（小学生以下）…5,000円
※12/9（月）昼の通常例会はございません。

◆金沢市内在住留学生への生活用品贈呈式
日　時：12月16日（月）　14：00～ 14：30
場　所：石川県留学生交流会館
出席予定者：徳野、向井、紙谷、渡辺

◆交換学生ジョビアン君送別会＆誕生会
日　時：12月19日（木）　18：30～
場　所：ビストロ・アンサンブル
会　費：4,000円

◆ロータリー・リーダーシップ研究会Ⅲ
日　時：12月21日（土）　9：30～ 17：00
場　所：金沢勤労者プラザ
会　費：5,000円（クラブ負担）
出席予定者：大島淳光

◆金沢8RC新年合同例会
日　時：1月9日（木）　18：30～ 20：00
場　所：ANAクラウンプラザホテル金沢3F「鳳の間」
会　費：5,700円（全員登録）
※1/6（月）例会は振替となり、休会です。


