第２６６２回例会報告議事録
日時 令和４年３月２９日（火曜日）
場所 ハート柏迎賓館
時間 １２：１５点鐘

国歌斉唱・ロータリーソング「我らの生業」
ゲ ス ト : なし
ビジター : なし
S . A . A .: 米田会員

会長挨拶

依田会長
年度末の例会になり忙しくてお休みの方も多いと聞いていましたが、多くの会
員の方が参加されて安心しました。私の仕事関係でも取引保険会社の担当が慣
れてくると代わってしまうのが寂しいですが、多くの人と出会える機会が増えて良
い出会いを頂いています。
ロータリー活動の報告をします。
３月２４日
（木）
に久々に会長幹事会に出席しました。クレストホテルでお弁当で
の食事を頂きました。
議題は４月１４日
（木）
の会員向上基盤セミナー及び合同例会の内容です。本日お配りしているア
ンケート結果をふまえクラブの状況を１５分話してくださいとの事です。会員が増員しているのは我
孫子と柏クラブだけとの事で２クラブが「新たな会員増強の取組と本年度の成果」と題して発表し
ます。事前に会員登録しておりますので是非参加してください。
今週も色々な事がありました。
若隆景が大相撲で優勝しました。
２７歳の若者です。新関脇で優勝したのは珍しく、双葉山から
８６年ぶりの快挙です。外人でなく若い力士が優勝するのは見ていていいですね。
昨日のアカデミー賞では「ドライブ マイ カー」が国際長編映画賞で受賞しましたね。原作は村
上春樹の短編小説との事で是非見てみたいです。
コロナ感染状況は横ばいで、
まだまだ油断はできません。親睦例会も実施したいと思っています
が来週の理事会で検討していきます。
桜も満開ですね。気分は上向きになります。
６年前に寄付したしだれ桜がいまだに咲きません。昨日、市役所で聞いてみましたが土壌がアル
カリでなかなか土壌の改善が上手くいかないとの事でした。市役所でも色々やっていただいてい
ますが別な方法を考えなくてはならないかもしれません。次回の理事会でも話し合いたいと思いま
す。
ウクライナ戦争もまだ終わりません。残念です。
リーダーのあり方を考えてしまいました。長年権
力を持ち続けると良くない事が多いです。中小企業にもありがちで会長や社長の言ったことが正し
いとなり、社員は何も言えずそれに従い会社がダメになるケースなどあります。経営者も孤独にな
りがちで相談など出来ない事が多く、誤った判断をしてしまいます。そんな時に仲間がいると違い
ます。ゼレンスキー大統領は真逆で周りに仲間がいるように感じます。色々な人の意見を聞き判断
しているように思えます。
私たちロータリーにも仲間がいます。私も経営の悩みなどをロータリーの先輩によく相談したりし
ます。一生の仲間がいることは人生における判断をする時に重要になります。
これからも我孫子ロ
ータリークラブの仲間同士切磋琢磨して頑張りましょう。
本日も宜しくお願いします。

親睦委員会報告

３月１１日のお誕生日、
３月３０日の結婚２０周年、
小野会員、
おめでとうございます。

上村英生委員長

出席委員会報告

石原会員（代理）
２２名（出席免除者含む）出席（全員で３２名） 出席率６８.７５％
業務による欠席： 栁田幹事、倉持会員、関根会員、寺井会員、野田会員、
日暮会員、福武会員、前田会員、湯下会員
ZOOMによる出席：古谷野会員、塩毛会員

幹事報告

今週はございません。

卓話「私の故郷・金沢市の紹介」

栁田幹事

服部会員
今日は休み明けですので、
プログラム委員会の方で卓話を用意させていただき
ました。
私の故郷、金沢を動画とスライドでご紹介したいと思います。
よろしくお願いい
たします。
（動画上映）
金沢は北陸の古都と呼ばれ、城下町で歴史のある町です。金沢市は石川県の
県庁所在地で人口４６万人です。
江戸時代、加賀藩前田家は１２０万石の最大の外様大名でした。加賀藩は、幕府との軋轢を避
けるため武芸よりも学問、工芸、芸能を振興しました。
太平洋戦争では、米軍の空襲を受けなかったため歴史的価値のあるものが残っています。
平成２１年、
クラフト＆フォークアート分野でユネスコ創造都市に認定されています。金沢市は世
界に発信する文化都市をめざしています。
金沢市内の観光マップをお配りしました。市内を２つの川、犀川（さいがわ）
と浅野川が流れてい
ます。川と川の間が２.５〜３キロくらいで、
その狭い範囲に主な観光スポットが集中しています。
犀川の遠景です。戸室山という低山で切り出された戸室石で金沢城の石垣は出来ています。
浅野川は幅が狭いです。
金沢駅の東口には、鼓門という金沢駅のシンボルがあります。
金沢駅から一番近い観光スポットは近江町市場です。歩いて１０分少々です。
２００店舗近いお
店が入っています。人気があるのは寿司屋です。市場では加賀野菜も売られています。加賀太きゅ
うりや金時草（きんじそう）
という厚手の葉物野菜が売られています。
３年くらい前に加賀太きゅうりの苗を買ってきて事務所の花壇に植えたところ全く育たなかった
です。
金沢の人気観光地トップツーは兼六園とひがし茶屋街と言われています。
兼六園は名園に必要な六つの要素を兼ね備えていることから、兼六園と命名されました。
６つの要素とは次の通りです。
①宏大…広々としている ②幽邃（ゆうすい）…奥ゆかしく静かである ③人力
（じんりょく）…人
の手が加わっている ④蒼古（そうこ）…古びた趣きがある ⑤水泉…水辺がある ⑥眺望…
見晴らしがよい
宏大であれば静かな奥深さ
（幽邃）
はなく、人力が加わると古びた趣（蒼古）
は少なくなる。水

（水泉）
は低い所を流れるので遠くは眺められない（眺望）。
という
ことで、
６つの要素はそれぞれ相反する要素なので６つを兼ね備え
るのは非常に難しいということです。
兼六園のシンボル、徽軫灯籠（ことじとうろう）の名前の由来は、
琴の弦を支える琴柱に形が似ているためということです。金沢の豪
商島崎氏が、十三代藩主前田斉泰（なりやす）
に献上したものだそ
うです。幕末の頃に寄贈されたものです。明治初期までは灯籠の足
は２本とも同じ長さでした。いつから片足が短くなったのか、
なぜ短く
なったのかは不明です。明治維新になって管理者が不在時期があったのかなと思います。
兼六園と金沢城は橋一本でつながっているので、兼六園に来たお客さんは石川門を使って城内
に入ることが多く、一般的には石川門が正門みたいに見られていますが、搦手門で裏門です。金沢
城は石垣の博物館と呼ばれている程いろいろな種類の石垣が組まれています。
金沢城は廃藩置県後、明治政府の陸軍の管理下に置かれましたが、昭和２４年から金沢大学の
キャンパスとして使われていました。平成７年に大学が郊外に移転し、藩政時代の建物の復元など
城内の整備が行われ、金沢城公園として公開されています。
金沢大学は山麓に移転したのですが、
白山山系は熊の生息率が高い所で「熊出没注意」や「雪
崩注意」という看板が立っています。命がけで通う大学ということです。
人気ナンバーワンの観光スポットはひがし茶屋街です。かつて茶屋街としてにぎわった町並みが
保存されています。
茶屋の格子は木虫籠（きむすこ）
と呼ばれ、その断面は四角形ではなく台形の形をしており、外
から中は見えにくく中から外は見えやすくなります。江戸、明治時代のマジックミラーです。木虫籠
の内側では芸妓が支度をしながら、
自分のお客がよその店へ行かないように見張っていました。
主計町（かずえまち）茶屋街は、
ひがし茶屋街から川を渡った反対側の徒歩５分ほどの場所にあ
り、
ひがし茶屋街とは佇まいが違います。夏の間２週間ほど川床が設置され、
そこで加賀懐石の弁
当を食べながら芸妓さんの芸を見ることもできます。
金沢の茶屋文化には「一見さんお断り」のしきたりがあります。
１回目は常連に連れて行ってもら
う。
２回目は常連に予約してもらって自分でお金を払って、
３回目からは自分の名前で予約できるそ
うです。花代が１００分で三味線と踊りと太鼓で４万円×３人だそうです。
３人で行くと大体２５万くら
いかかるそうです。
尾山神社は、加賀藩祖・前田利家公と正室お松の方を祀る神社です。
妙立寺は通称「忍者寺」と呼ばれ、落とし穴になる賽銭箱、床板をまくると出現する隠し階段、
金沢城への抜け道が整備されていたとされる井戸などの仕掛けが寺のあちこちで見られます。
金沢２１世紀美術館は遊べる美術館です。私は行ったことがありませんが行った人は皆さん面白
かったと言っています。
長町武家屋敷跡も人気のスポットです。屋敷が公開されている野村家は１２００石取りで、加賀
藩の奉行職などを勤めていました。土塀の菰（こも）
かけは雪や雨から土塀を守ってくれます。
金沢は用水の町です。用水の数は全部で５５あり、長さを全部合わせると約１５０kmになるとい
われています。用水は市内を網の目のように流れています。
また、水がきれいで水の量が多いこと
も特徴です。辰巳用水は兼六園を流れ金沢城に引き込まれています。鞍月用水は人でにぎわう香
林坊や長町を流れています。
金沢の繁華街は、香林坊と片町です。
香林坊の名前の由来は比叡山の僧であった香林坊が還俗して、
この地で目薬の製造販売に成
功して「香林坊家」として繁栄したという説が有力です。
金沢はおでんが有名です。おでんの消費量が日本一ともいわれています。おでん居酒屋、
おでん
懐石と銘打った店がたくさんあります。
加賀懐石の店もたくさんあります。つば甚という店は創業約２７０年。加賀藩・前田家に仕える
「つば職人」だったことがその名の由来となっています。
治部煮は、金沢の郷土料理で、懐石や割烹の店ではよく出されます。鴨肉、金沢独特の食材で
あるすだれ麩や季節の野菜を使います。
といだ小麦粉でとろみをつけてあります。おろしたわさび
を少しずつ崩しながら食べます。
お酒は地元の人は菊正宗や日栄を好んで飲んでいます。
金沢は文豪を輩出した町でもあります。金沢の３文豪は泉鏡花、徳田秋声、室生犀星です。室生
犀星の有名な詩は「ふるさとは遠きにありて思ふもの そして悲しくうたふもの」です。
この先は知
らない方が多いと思います。
「よしや うらぶれて異土の乞食となるとても 帰るところにあるまじ
や ひとり都のゆふぐれに ふるさとおもひ涙ぐむ そのこころもて 遠きみやこにかへらばや」

犀星が作家を志して東京へ出て故郷金沢を懐かしんで作った詩ではないのです。たとえうらぶ
れて東京でこういう風になっても金沢は帰る所ではないと言っています。金沢で作った詩だそうで
す。金沢に帰省したけれど身内に暖かく迎えてもらえなかった、金沢に居場所がない、
ということで
作った詩だそうです。
金沢は茶道も非常に盛んな土地柄です。前田利家の時代から裏千家の家元を茶頭として招い
て茶道が盛んになったそうです。
ご静聴ありがとうございました。

閉会の言葉

依田会長
４月１４日
（木）の合同例会の出欠に帰りに丸つけをお願いいたします。
また、
ウクライナとトンガ
への義援金を後ろの赤い箱へよろしくお願いいたします。
例会を閉会いたします。

ニコニコＢＯＸ
お名前
メッセージ
依田会長 金沢に行きたくなりました。服部会員ありがとうございました。
小野会員 ダブルのお祝いありがとうございました。
上村英生会員 服部会員 卓話ありがとうございます。
ニコニコＢＯＸ
小池会員 服部会員、卓話ありがとうございました。
佐藤会員 満開の桜 見事です。
鈴木会員 米山、楊婷さんとのこれから良い時になりますように。
服部会員 卓話やらせていただきました。
小野会員Ｗおめでとうございます。又、
ＲＬＩおつかれ様でし
藤本会員
た。
服部会員 卓話ありがとうございました。金沢に行きたくなりま
村越会員
した。
当 日 計
今期累計

金 額
１,０００円
２,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１０,０００円
３５３,５５９円

寄付用
3月２２日
3月２９日

ウクライナ、トンガ王国支援金

今期累計

３９,０００円
３３,０００円
７２,０００円

今週の表紙「手賀沼親水広場 桜景色」千葉県我孫子市高野山新田193
手賀沼親水広場は、手賀沼のほとりの我孫子市鳥の博物館の傍らにあります。
水の館と広場で構成されいて、水の館では無料のプラネタリムも楽しめます。
じゃぶじゃぶ池や水の広場があ
り、小さな子ども達が水遊びを楽しむ事ができます。

ロータリーの友事務局 ホームページ www.rotary-no-tomo.jp メールは web @rotary-no-tomo.jp
環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」
です。
この活動に
賛同して
「印刷用紙」
や
「コピー用紙」
を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進さ
れる岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、年
間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

我 孫 子ロータリークラブは、
環 境 貢 献として、
「 森の町内 会」 を応 援します。

