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題字／大谷芳照

No.891

アーティスト　大谷芳照（YOSHITERU OTANI）

1958 年　三重県鈴鹿市生まれ
国内外において博物館や国際博覧会などの空間デザイナーとして活躍する。

2004 年　アメリカにてシュルツミュージアム展示のためにスヌーピーの世界を、墨と筆で描いたアート
「PEANUTS FOUND IN TRANSLATION」を発表し展覧会を開催。

2013 年〜 2014 年　SNOOPY JAPANESQUE「スヌーピーⅩ日本の匠」展を東京をはじめ全国で開催。

３．ニコニコボックス
　奥田君、山上君

松本さん、越田さん、中村（實）さん、一年間宜しくお
願いします。猛暑の折、熱中症にお気を付け下さい。

　高畠君   永年の健康に感謝して。
合計３，０００円（累計３０，０００円）

第 1893 回例会　ガバナー補佐訪
７月１８日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　  　松魚亭

１．講　話
石川第一分区 B　ガバナー補佐　原　勉　氏

「ロータリーと自分」
２．出　欠
　出席　３５名　　欠席　１６名　　出席率　７１．４２％
３．幹事報告
　・例会終了後、ガバナー補佐とのクラブ協議会開催
４．ニコニコボックス
　原勉ガバナー補佐

お世話になります。
　奥田君、山上君

ガバナー補佐、原勉君をお迎えして。宜しくおねがいし
ます。

合計５，０００円（累計３５，０００円）

第 1894 回例会
７月２５日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　  　松魚亭

１．講　話
　文化財修復家　　川口法男　氏
　「お釈迦さんの話」
２．出　欠
　出席　３４名　　欠席　１９名　　出席率　６６．６６％
　ビジター　２名
３．来訪者（敬称略）
　金沢西ＲＣ　　澤田幸壮　　藤林　敬
４．幹事報告
　・新会員紹介　　林順一君、本多弘夫君、向峠仁志君
　・次週８月１日（木）は納涼例会
　・８月８日（木）はガバナー公式訪問
５．ニコニコボックス
　奥田君、山上君、佐賀君、木村君

林君、本多君、向峠君、ご入会おめでとうございます。ロー
タリーには定年がありません。末長いお付き合いを、お
願い致します。

　屶網君、松田君
向峠先生、ご入会おめでとうございます。

　吉井君   川口法男さんを、本日の講師にお迎えして。お話を楽し
みに拝聴します。

　林君、本多君、向峠君
本日より入会させて頂きます。よろしくお願い致します。

合計１７，０００円（累計５２，０００円）

７月クラブ日誌
１１日（木） ７月定例理事会 松魚亭にて

１８日（木） ガバナー補佐とのクラブ協議会 松魚亭にて

２５日（木） 新会員研修会 松魚亭にて

（林順一君、本多弘夫君、向峠仁志君）

理　事　会　報　告
７月１１日（木）出席者１４名

　◆審議事項
　①新会員の件
　　本多弘夫氏（建物メンテナンス業）　向峠仁志氏（民事弁護士）
　②納涼例会の件
　　８月１日（木）　１７時３０分より呈茶

　　１８時３０分よりハーモニカミニコンサート
　③退会会員の件
　　汐井俊彦君（健康上の都合により）７月末をもって退会

　◆その他
　①先週のバイキング例会の感想

時間がかかる、料理が足りないなどの問題点あり
幹事、例会委員長で他クラブのバイキング例会を視察して
くる

　②財団より、大口寄付（一万ドル）する会員紹介の要請あり
　　該当者なしとご返事する

9・10月の例会変更のご案内

……………………………………金沢ＲＣ……………………………………
１０月２日（水）地区大会へ振替休会

１０月１６日（水）「観月の会」　時間未定　ホテル日航金沢
………………………………金沢東ＲＣ………………………………

１０月７日（月）地区大会へ例会変更
………………………………金沢西ＲＣ………………………………

９月２７日（金）観月例会　時間・場所未定
１０月１１日（金）地区大会へ振替休会

……………………………金沢南ＲＣ……………………………
１０月８日（火）地区大会へ振替休会

１０月１５日（火）観月例会　１８：３０～　つば甚　
……………………………金沢北ＲＣ……………………………

９月２６日（木）地区大会へ振り替え
１０月３日（木）創立４０周年記念例会　１６：００～

金沢市アートホール・ホテル日航金沢
１０月１０日（木）京都洛北ＲＣ４０周年例会に振り替え休会

……………………香林坊ＲＣ……………………
９月３０日（月）観月会　１８：３０～金城楼

１０月７日（月）地区大会へ振替休会
…………………………みなとＲＣ…………………………

１０月８日（火）地区大会へ振替
１０月２９日（火）休会

……………………………百万石ＲＣ……………………………
 ９月１９日（木）会場変更「如来寺」１９：００～

１０月３日（木）地区大会へ振替休会

講 話 予 定

８月２９日（木）
金沢大学工学部　名誉教授　北浦勝氏

「地震防災に関する最近の話題」

９月５日（木）
バイキング例会

９月１９日（木）
クラブフォーラム（４０周年例会全体会議）

１０月３日（木）
金沢北ＲＣ創立４０周年記念例会



2013-2014年度国際ロータリーテーマ

Engage Rotary  Change Lives「ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を」
ＲＩ 会長　ロン Ｄ . バートン

2013-2014年度金沢北ロータリークラブテーマ

金沢北ロータリークラブの伝光〜友と友　ご縁をつないで　心豊かに〜
会長　奥田　久雄

　この度、金沢北ロータリークラブに入会させていた
だくことになりました林です。どうぞよろしくお願い
いたします。入会にあたりまして、玉田様と小泉様の
ご推薦を賜り、心よりお礼申し上げます。
　私は、金沢に生まれ野田中学校から金沢商業高校、
そして、千葉県我孫子市の中央学院大学へ進学しまし
た。大学は、それほど有名ではないのですが、最近で
はお正月に行われる箱根駅伝の常連校で、十年以上連
続で出ているのではないかと思います。
　㈱タカラサブリースは、タカラ不動産㈱のグループ
会社で、アパート、マンションやテナントを借り上げ

　この度、金沢ロータリークラブに入会させて頂くこ
ととなりました喜多と申します。
　入会にあたり、玉田様と小泉様からご推薦を賜り心
よりお礼申し上げます。
　私は、かほく市生まれで現在もかほく市に住んでお
ります。家族構成は、母と妻と子供 3 人です。平日は、
会社（金沢市専光寺）に通い専務取締役として従事し
ており、企画や開発・システム等を得意としております。
　休日は、釣り・旅行・ショッピング等で充実した生
活を送っております。
　私の今までは、なかなかドラスティックな過去で、今
の会社や生活があるのも両親と兄の教えと考え方がある
からだと、最近になって感じており感謝しております。
　私が学生の頃に祖父の運送業がうまくいかず、病気
になってしまい父に会社を継承することになり、どう
にもならない状況で大きな借金を抱え、会社を精算す
ることとなりました。
　その頃の私は、環境の変化について行けず、今起
きている状況に心をとざし、社会人となってしまい
ました。何か大きな夢もなく、何かやりたいことも
なく、23 年前に兄の手伝いで今の株式会社ビーイン

　この度、玉田様と小泉様のご推薦により、金沢北
ロータリークラブに入会させていただくこととなりま
した、髙田幸治と申します。どうぞ宜しくお願い申し
上げます。
　玉田会長には前職の社長並びに、弊社お取引先様と
して現在も公私ともお付き合いさせて頂き、本当にあ
りがたく思っている次第です。今回も私のような未熟
な者をロータリークラブにお誘いいただき恐縮次第で
す。
　現在私は、金沢北部に工場と事務所を置き営業活動
を行っております。今年で創業 20 年目を迎える事が
出来、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
　思えば 20 年前に玉田工業株式会社を卒業させて頂

て転貸する会社です。また、町中によく見かけていた
だいていると思いますが、トランクルームの賃貸も手
掛けています。
　趣味は、テニスで週末はテニス三昧で顔は真っ黒で
す。今は、水泳スクールに通っていて 200 メートル
個人メドレーに挑戦しています。
　ロータリークラブに所属した経験はありませんが、
会員の皆様と親睦を深めて、公私ともども多くの情報
交換ができれば大変うれしく思います。
　金沢北ロータリーの会員として頑張りますので、今
後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。　

グホールディングス（当時：北食物流）に入社し、
トラックドライバーとして働く日々を過ごしており
ました。当時は、4 〜 5 名の会社で毎日会社で寝て、
自宅に帰るのは食事と風呂のみの生活でした。その
頃は、誰のことも信用しない、自分にふりかかる不
幸はすべて他人の責任として考えており、働いてお
金を貰うことに凄く生きがいを感じる日々でした。
しかし、年月が流れるにつれ会社も成長し、肩書と
責任が私を大きく変えてくれました。会社を通し、
お客様・先輩方から沢山の教えと激励頂き、実践す
ることによって「わかる」と「できる」の違いに気
づき、自立と言う壁を教えて頂き、自分の周りの環
境や原因は自分にあり、自分次第であると考えるこ
とが出来るようになりました。
　今回、金沢北ロータリークラブに入会させて頂ける
ことになり、沢山の方々との出会いを大切にし、社会
貢献が出来ればと思っております。
　まだまだ若輩者であります。諸先輩方の皆様にはご
迷惑をかけることもあるかと思いますが、意外とポジ
ティブな人間ですので、今後ともご指導ご鞭撻のほど
よろしくお願い申し上げます。

き、最初はどうなるかと心配で眠れない日も沢山あっ
た様に思います。
　今日あるのも、私を支えていただきました皆様の温
かいお言葉や激励に勇気づけられたおかげです。今一
度、皆様に感謝申し上げたく思う次第であります。
　今後は、若い世代の育成や地元発展の為に、自分が
できることを考え行動できる人間になりたく、皆様の
貴重な経験やお話を沢山見聞し、勉強していきたいと
思っております。
　まだまだ人間としては、若輩な私ではありますが、
今回のご縁を持って成長したいと思います。
　今後とも皆様の温かいご指導ご鞭撻を賜りますよ
う、宜しくお願い致します。

私の名刺

林　順一（はやし　じゅんいち）
S31.6.4 生まれ
株式会社タカラサブリース　代表取締役社長
職業分類：不動産業

喜多　和行（きた　かずゆき）
S47.3.4 生まれ
株式会社ビーイングホールディングス　専務取締役
職業分類：運送業

高田　幸治（たかだ　こうじ）
Ｓ 40.4.8 生まれ
（有）エイトテクニカルサービス　代表取締役
職業分類：設備工事

第 1891 回例会
７月４日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　  　松魚亭

１．ご挨拶
　奥田会長、　山上幹事
２．出　欠
　出席　３３名　　欠席　１９名　　出席率　６６．６％
　米山奨学生　尹曼琳さん
３．幹事報告
　・京都洛北・相模原南ＲＣより新年度にあたり祝電拝受
４．皆出席顕彰（敬称略）
　　３２ヶ年　　高畠菊丸
　　２６ヶ年　　辻　利陽
　　　９ヶ年　　中村芳明
　　　５ヶ年　　中川茂樹
　　　１ヶ年　　松田光代
６．お誕生日祝い（敬称略）
　　　３日　　辻　利陽
　　　５日　　安宅雅夫
　　２９日　　本岡三千郎
７．ご結婚記念日祝い（敬称略）
　　　６日　　佐賀　務
８．ニコニコボックス
　奥田君、山上君

今日から漕ぎ出します。一年間ご指導のほど、宜しくお
願い致します。

　小泉君   奥田会長、山上幹事。一年間頑張って下さい。これから、
地下に潜って応援します。

　畠　君   奥田さん、山上さん、一年間お世話になります。
　卯野君、濱井君

奥田丸の就航を祝って。
　勝田君  ４０年の記念の年に際し、奥田会長、山上幹事、各委員

長の皆様、一年間お世話になります。
　油井君   会長、幹事様。一年間よろしくお願いします。
　中川君   お陰様で、５ヶ年皆出席できました。有難うございます。
　松田君   １ヵ年皆出席顕彰を受けます。ありがとうございます。
　本岡君   誕生祝い有難う。満７５歳、後期高齢者となりました。
　辻　君   誕生祝い、有難うございました。
　中村（實）君

奥田会長、山上幹事の船出を祝して。不謹慎なＳＡＡで
すが、一年間宜しくお願い申します。

合計２７，０００円

第 1892 回例会
７月１１日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　  　松魚亭

１．ご挨拶
　松本奉仕プロジェクト統括委員長
　越田クラブ広報統括委員長
　中村（實）クラブ管理運営統括委員長
２．出　欠
　出席　３５名　　欠席　１７名　　出席率　７０．０％


