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　さる2月6日(月)松魚亭におきまして、「新春懇親例
会」が開催されました。毎年節分の頃に開催されるこ
の特別例会は、なんといっても厳かな神事と福男・福女
による豆まき、そして「にし」の芸妓衆による「お化け」
のアトラクションが大きな目玉です。
　厚見会長エレクトの厳かな神事では、静寂の中、祝詞
が述べられ、会員の心が清められていき、一年の無事
を田中会長と共に祈念いたしました。年男・年女の皆様
もそれぞれ玉串を奉奠し、無事平穏をお祈りされていま
した。
　そののち満を持して鬼たちが入場。お面の眼の穴が
小さく、視界が限られたため、動きが若干緩慢ではあり
ましたが、今年から試験的に導入した鬼のパンツで威風
堂 （々？）として見えました。福男・福女の皆様から「鬼
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新春懇親例会開催

は～外」の掛け声で豆が撒かれ、鬼たちはあえなく退散、
代わりに芸妓さんたちが扮した「福」が入場し、めでたく
「福は内」となりました。
　酒宴となってからは、あちこちで笑いが巻き起こり、
差しつ差されつの「正しい日本の宴会」が繰り広げら
れました。皆様がニコニコされている様子を見て、「日
本っていい国だなぁ。金沢東ロータリークラブっていい
クラブだなぁ。」としみじみ思った次第です。
　さぁ、いよいよ芸妓衆の「お化け」のアトラクション。
もともとこの節分の「お化け」は、普段と違う装いをし
て、鬼や災いをやり過ごすというもの。（芸妓さんのか
くし芸大会ではないのです。）今年の「お化け」は、唐子
の衣装での「ＰＰＡＰ」。（昨年の流行語大賞にノミネー
トされたアイハバペ～ン♪というアレです。）吉本も顔負
けの身体を張ったズッコケもあり、いつもの艶やかな
雰囲気とは異なる芸妓衆に拍手喝采でした。
　最後の「手に手つないで」では、芸妓衆も交えてみん
なニコニコ。皆の心が一つになっていました。これで今
年度の特別例会は「春の特別例会」を残すのみとなりま
した。田中会長の「明るく　楽しく　心ひとつに」のス
ローガンを実践する最後の特別例会も一生懸命努めさ
せていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

（記　親睦委員長：谷村庄太郎）

「明るく  楽しく  心をひとつに」

2016 -2017年度  金沢東RCテーマ
会　長　田中 和彦
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■ニコニコBox（敬称略）
田中…本日、金沢美術工芸大学の前田昌彦学長をお招きして

卓話を頂戴する機会をいただきまして、大変楽しみに
出席いたしました。また、米山功労者の感謝状をいた
だきました。ありがとうございます。健康と友情に感
謝です。ニコニコと！

井上…本日の卓話ゲストとして、金沢美術工芸大学の学長で
ある前田正彦様をお迎えすることが出来まして、光栄
に思います。お話を楽しみにしております。

髙桑幸一…67回目の誕生日を迎えました。誕生祝をいただ
き、ありがとうございました。

平野…結婚記念日にきれいなお花をいただき、ありがとうご
ざいました。

奥ノ坊…先日は結婚記念日のお祝いをいただき、ありがとう
ございました。素敵なお花をいただき、いたく感動し
ております。

　合計　1,119,045円　

❖  2 月 20 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 2 月  6日   58 ／ 103　ホームクラブ　56.31%
 1 月30日   81 ／ 103　補正出席率　　78.64%
　　　　　　　　　　　　　  （出席免除会員2名）

〈 例会メニュー 〉
2月27日 〈中華〉あったまるピリ辛、四川料理をメインに
3月  6日 〈和食〉ひな弁当
3月13日 〈洋食〉牛フィレ肉のステーキ　シャリアピンスタイルで
3月27日 〈中華〉春野菜を使って
    ～ 菜の花と貝柱の炒め　能登豚と春キャベツの山椒炒め ～

❖  2 月 27 日（月）例会 ❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
 2 月27日  金工作家・重要無形文化財保持者（人間国宝）
  中

なかがわ

川　 衛
まもる

氏（金沢東RC）
  「加賀象嵌について」

■例会卓話予定
 3 月  6日  日本銀行金沢支店長　小

お ざ わ

澤浩
こうたろう

太郎氏（金沢RC）
  「日本銀行の機能と役割について」
 3 月13日  三谷産業㈱常勤監査役　高

た か た

多倫
みちまさ

正氏（金沢東RC）
  「明るい野球」
 3 月27日  ㈱みずほ銀行金沢支店長　大

おおいし

石 泰
やすまさ

正氏（金沢東RC）
  「マイナス金利が与える私たちの身近な影響」
 4 月  3日  認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ
  代表　松

まつなか

中　権
ごん

氏（元ロータリー財団奨学生）
 4 月10日  春の特別例会
 4 月17日  金沢東ローターアクトクラブ会長　杉

す ぎ の け ん じ

野健二君
 4 月24日  ㈱NTTデータ北陸　代表取締役社長
  増

ますだなりとし

田成利氏（金沢東RC）
 5 月  1日  休会

■おめでとう（敬称略）
◎１月年間皆出席祝

35 ヵ年　和田　清聡  22 ヵ年　高桑　幸一

◆会長エレクト研修セミナー（PETS）
日　時：3月12日（日）　13:30～19:30
場　所： ゆのくに天祥
会　費：10,000円（クラブ負担）
出席予定者：高桑幸一、厚見

◆3月親睦委員会

日　時：3月23日（木）　18:30～
場　所： かなざわ石亭
会　費：10,000円

◆石川第１分区IM（Intercity Meeting）
日　時：3月26日（日）　13:30～18:00
場　所： ホテル日航金沢　4F「鶴の間」
会　費：7,500円（クラブ負担）
出席予定者：田中、木村、厚見、中田、徳野、井上、奥ノ坊、
　　　　高多、増田、粟森

◆金沢8RC新旧合同幹事会
日　時：3月28日（火）　13:40～
場　所： ANAクラウンプラザホテル金沢
出席予定者：木村、山本

◆グリーン会第３回ゴルフコンペ
日　時：4月8日（土）　8:17スタート
場　所： 片山津GC「加賀コース」

◆白山RC 50周年記念式典
日　時：4月8日（土）
　　　　14:00～15:30　記念講演「鈴木大地スポーツ庁長官」
　　　　16:00～17:00　記念式典
　　　　17:30～19:30　記念祝賀会
場　所： 白山市松任学習センター 及び グランドホテル白山
出席予定者：田中、木村

◆河北南RC 20周年記念例会
日　時：4月30日（日）
　　　　15:30～16:30　例会
　　　　17:30～19:30　祝宴
場　所： 津幡町文化会館シグナス 及び 勝崎館
出席予定者：木村

2月は平和と紛争予防/紛争解決月間です

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

書き損じハガキを回収しています。

Smile, Sing a Song
Smile and the world smiles with you,

Sing a song.
Don't be weary, Just be cheery all day

long.
Whenever your trials, Your troubles and

your care
Seem to be more than you can really bear
Smile and the world smiles with you,

Sing a song.


