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　第1685回例会
　１０月 16日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　松魚亭

  理　事　会　報　告
  　　　　平成２０年１０月９日（木）出席者１４名

◆審議事項
　①第２５回少年柔道錬成大会の件　
　　１１月２日（日）午前８時３０分より　石川県立武道館にて
　②東京六本木ＲＣ来訪の件（１１月１３日）
　　・スケジュールの検討
　③退会会員の件
　　俵外代吉会員（健康上の都合により１０月末にて退会）
　④その他
　　３５周年記念例会講師・田中毅君の講話ＣＤ　全員に配布
◆各委員会報告
　・環境保全委員会　
　　　ぬくもりの木道づくりの報告
　　　日時：９月２７日（土）１０：３０～１４：３０
       　 場所：金沢・医王の里
　　　９名の参加者あり　３万円の協賛金贈呈　
◆その他　
　・出席率低下の原因と対処法について検討

　米澤君　３５周年記念に際し、チャーターメンバーとして記
　　　　　念品を頂戴して。講師の四十万谷君、ご苦労様です。
　　　　　また、誕生月に因み。
　澤田君　ロータリー１７歳を過ぎました。とりあえず、２０
　　　　　歳の成人式を目指したいと思います。今月は米山月
　　　　　間です。委員長として一人でも多くの皆様のご協力
　　　　　をお願いします。
　佃君　　過日の母の葬儀には、皆様お忙しい中をご会葬いた
　　　　　だき、有難うございました。
　渡邊君　誕生日のお祝いを戴きました。
　川口君　カロリー５０％カット、糖質７０％カット、プリン
　　　　　体５０％カットの発泡酒、ダイエット「生」クリアテ
　　　　　イストが１０月７日新発売になりました。
　　　　　本日サンプル缶を、是非お持ち帰り下さい。

合計２６，０００円（累計２３０，０００円）

１．講　話
　米山奨学生（加賀ＲＣ）　施　 　氏
　「米山月間にちなんで」
２．出　欠
　出席３３名　欠席２６名
　出席率５５.９３％　ビジター１２名　　　　
３．来訪者（敬称略）
　加　賀ＲＣ　田中正之
　金　沢ＲＣ　河野良三　織田義夫　
　金沢南ＲＣ　川原善一　大竹正信
　　　　　　　高桑邦夫　山本　茂
　　　　　　　中谷啓一　北川泰信　水野義男
　金沢西ＲＣ　高木利定　
　みなとＲＣ　米森昭夫　　　
４．幹事報告
　・例会終了後、パスト会長会開催
ニコニコボックス
　加賀ＲＣ　田中君
　　　　　 本日はお世話になります。宜しくお願い致します。
　磯野（洋）、中村（實）君
　　　　　 米山奨学生の、施 （シ・ブン）さんをお迎えして。 
　　　   本日の講話、楽しみにしています。

　的場君　米山奨学生のシ・ブンさんをお迎えして。是非とも、  
　　　   卒業されました時には日本の企業に就職を。在留
　　　   資格の変更は、行政書士である私にお任せ下さい。

合計７，０００円（累計２３７，０００円）

第 99 回ゴルフコンペ成績
平成２０年１０月１９日（日）金沢リンクス

                              O　    I　     G　    H　   N
優　勝　安宅真由美　４６　４６ 　９２　２０　７２
準優勝　安宅　雅夫　３８　３８　 ７６　  ３　７２
第３位　佃　　一成　４３　４４　 ８７　１３　７４
第４位　松本　範夫　４６　４５　 ９１　１５　７６
第５位　川面　正雄　４６　４５　 ９１　１２　７９
Ｂ　Ｂ　米澤　修一
ニアピン　　磯野、安宅雅夫、川面
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　このたび、伝統ある金沢北ロータリークラブに入

会させていただくにあたり、ご推薦いただきました

卯野正博様、佐賀務様をはじめ会員の皆々様方に厚

く御礼申し上げます。

　これまでの勤務地の中でも、父が金沢の出身であ

ることや、入社時の配属先が当時の金沢電話局であっ

たことなどから、とりわけ金沢には非常に強いつな

がりを感じております。

　さて、ご存知のように情報通信の世界もこの十数

年の間に大きな変化を遂げております。

　私が入社いたしましたときは会社もまだ電電公社

の時代でして、もっぱら「もしもし。はいはい。」の

電話サービスのご提供ということが事業の大半を占めて

おりましたし、当時は、電話機も一家に一台あるいは親

子電話といった家庭が大半だったと記憶しております。

　ところが、昨今のインターネットと携帯電話の爆

発的普及にみられますように、今や通信は家族レベ

ルから個人レベルの利用にシフトしておりますし、

通信コストも通信技術のアナログからデジタルへの

移行により大幅に逓減しております。

　そうした意味で、通信は非常に便利で安価かつ

身近にはなったのは事実ですが、一方では、お年

寄り等の弱者をターゲットにした「振り込め詐欺」、

ネットバンキングの利用者番号やパスワードを盗む

「フィッシング」、「出合い系サイト」での未成年を対

象とした性犯罪等々といった利便性とは裏腹に、従

来は思いもよらなかったネットワーク犯罪の増加も

大きな社会問題となってきております。

　情報通信技術が目まぐるしく進歩しているなか、

情報をどう活用するかといった面において、人間の

側が技術進歩と不協和音を生じつつあるのではない

かという、漠とした不安もまた社会に広がってきて

いるように思われます。

　こうしたことから、誰でもが安心・安全に情報化

社会の利便性を享受できるようなアプリケーション

を含めた情報サービスを、ご提供していけるかとい

うことが、私ども通信事業者の今日的課題となって

いると考えております。

　さて、本年秋頃からは北陸でも金沢を皮切りに

ＮＧＮ（次世代ネットワーク）の提供も予定されてお

りますが、そうしたアプリケーションといった面で

は、正直申しましてまだまだこれからといったとこ

ろです。

　そうしたなかにあって、今後求められる質の高い

通信サービスとは何かを考えていくうえにおきまし

ても、様々な分野のトップとしてご活躍の会員の皆

様から、企業人として、あるいはまた私人としての

お考えを拝聴できる機会に恵まれましたことは、私

にとって大いなる喜びであり改めて感謝申し上げる

次第でございます。

　また、私個人といたしましても、ロータリークラ

ブの活躍を通じここ文化の街金沢で、より人間的視

野を広げることができるようになるのではと心楽し

みにしております。

　とは申しましても、まだまだ若輩者で皆様には何

かとご迷惑をおかけすることもあろうかと思います

ので、何卒、皆様のご指導・ご鞭撻を賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。

多々　俊和（ただ　としかず）

Ｓ３３,１, ３０生まれ

NTTコミュニケーションズ（株）北陸営業支店長

職業分類：電気通信

私の名刺

１．講　話
　㈱四十万谷本舗　社長　四十万谷正久氏
　「地産地消と石川の野菜・果物について」
２．出　欠
　出席３７名　欠席２２名
　出席率６２．７１％　ビジター７名
３．来訪者（敬称略）
　金　沢ＲＣ　森　俊彦
　金沢東ＲＣ　山本晴一
　金沢西ＲＣ　辻　　卓　坂本藩應
　金沢南ＲＣ　加藤英資　町　　壽
　みなとＲＣ　林　靖生
４．皆出席顕彰（敬称略）
　３５ヵ年　俵外代吉
　１７ヵ年　澤田光夫
　１２ヶ年　濱井弘利　　　　
５．お誕生日祝い（敬称略）
　　３日　　玉田善明
　　８日　　合田昌英
　　９日　　米澤修一

　第1684回例会　　　　　　
　１０月９日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　　松魚亭

　１６日　　渡邊　聰
　３１日　　高岡　昇
６．ご結婚記念日祝い（敬称略）
　　５日　　瀧川眞人　　
　　７日　　中田秀雄
　１３日　　魚住安彦
　１６日　　山上公介　油井敏男
　１９日　　中村實博
　２０日　　桜田鉄次
　２５日　　高岡　昇
　２６日　　本岡三千郎
　２７日　　安宅雅夫
　３１日　　長谷川塑人
ニコニコボックス
　磯野（洋）、中村（實）君
　　　　　金沢北ＲＣ３５周年記念例会を楽しく開催すること
　　　　　が出来ました。皆様、有難うございました。講師の
　　　　　田中毅先生も、とてもお喜びでした。
　　　　　ノーベル物理・化学賞日本人４人の同時受賞、近年
　　　　　になり日本の快挙です。私の会長年度は、歴史に残
　　　　　りそうな一年です。
　瀧川君　講師の四十万谷さん、本日はご苦労様です。お話を
　　　　　楽しみにしています。
　俵君　　創立３５周年例会に、大変お世話になりました。ま
　　　　　た、美しいお花を戴き、有難うございました。

　金沢北ロータリークラブの３５周年を祝う記念例会

は、ご夫人も参加していただき、何時もお世話になっ

ている例会場「松魚亭」で開かれました。

開会は１７：００でしたが、スタッフの方々にはぶっつ

け本番ということもあり、１５：３０に集合していただ

き準備に取り掛かりました。瞬く間に時間は過ぎ、開

会の時間が近づくにつれ、私は何時もの自分らしく緊

張が高まり開会となりました。

　例会は、開会の点鐘、国歌ならびに「奉仕の理想」

を斉唱のあと、物故会員を偲んでの黙祷を行いまし

た。黙祷では、プロジェクターにより物故会員を映し

出し偲びました。ひきつづき会長の挨拶、チャーター

メンバーへ記念品贈呈。記念品は、数年は美しさを保

つプリザーブドフラワーの花篭でした。そして、お待

ちかねの記念講演は、数々のロータリー歴を持ち現在

創立35周年記念例会
例会委員長　  中　村　芳　明

は尼崎西ロータリーに在籍の、田中毅先生にしていた

だきました。閉会の点鐘まで２時間余りの例会であり

ました。その後、休憩を挟んで祝賀会になりました。

　講話の演題「職業奉仕 その実践」のお話は、私の

ロータリーとは何か？に対する観かたを、原点を教

えていただいたことで捉えやすくして下さいました。

アーサー・シェルドンが提唱した職業奉仕の原理と実

践が、長い歴史の中で塗り替えられてきたこと、良か

れと思って変革してきたことが結果としてロータリー

を難しくしてしまった。例えば４つのテストの翻訳の

違いなどがある、だから、私にはロータリーとは何ぞ

やといわれても「私にゃわからん？」が当たり前と気

付かせていただいた講演でありました。目からウロコ

の心境でした。田中毅先生に感謝、ありがとうござい

ました。


