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３．来訪者（敬称略）
金沢西ＲＣ　　小林　洋　　髙梨敏明

４．幹事報告
・新会員、　浅井和明君紹介
・ガバナーより、吉井会員へ地区米山委員の委嘱状授与
・例会終了後、理事会開催

５．ニコニコボックス
吉井君、佐賀君

　本日のご挨拶の方々、宜しくお願いします。
浅井君　本日より、入会させて頂きました浅井です。宜しくお願い

します。
馬場（邦）君

本日が二回目の例会出席です。今週、部下に双子が生まれ
ました。
名前はキララとセイラ。すごいですね。

合計 5,000 円（累計 34,000 円）

第1939 回 例会　ガバナー補佐訪問
７月 17日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
　ガバナー補佐　中村寛二　君
　「ロータリーと私」
２．出　欠
　出席　33 名　　欠席　19 名　　
　出席率　64.71%
　ビジター　2 名
３．幹事報告
　・本日例会終了後、ガバナー補佐とのクラブ協議会開催
　・7 月 31 日（木）はガバナー公式訪問です
４．ニコニコボックス

石川第一分区 B ガバナー補佐　中村寛二君
　本日は、宜しくお願いします。

吉井君、佐賀君
　中村寛二ガバナー補佐をお迎えして。

大村君　先月体調を崩し、急きょ入院・手術致しました。年度替わ
りの大切な時に、4 回も例会を欠席して申し訳ありません
でした。お陰様で、復活致しました。

合計 7,000 円（累計 41,000 円）

ガバナー補佐との
クラブ協議会

第1940 回 例会
７月 24日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
　前金沢大学病院長　富田勝郎　氏
　「にこにこ 100 歳　夢じゃない」　
２．出　欠
　出席　36 名　　欠席　16 名
　出席率　70.59%　　ビジター　4 名
３．来訪者（敬称略）
　仙台北 RC　　笹氣光祚
　金沢西 RC　　澤田幸壮　　松本　仁　　　　
　金沢南 RC　　木村正栄

４．幹事報告
・例会前に前年度最終理事会を開催し、2013 〜 14 年度の決算を承認。
・来週は、ガバナー公式訪問。

５．ニコニコボックス
　吉井君、佐賀君

　富田前金沢大学病院長をお迎えして。
　畠　君　富田先生をお招きして。

合計 4,000 円（累計 45,000 円）

理事会報告　
７月４日（木）／出席者　16名

◆審議事項
　①新会員フォローアップ委員会設置の件（会員開発委員会）
　②講話予定者リスト、ビジターに配布の件（クラブ広報委員会）
　③納涼例会の件（親睦活動委員会）
　　８月６日（水）辻家庭園にて
　④第一例会乾杯のノンアルコールシャンパンの件

費用が発生する場合は、必ず文書でもって理事会で審議の必要あり
いかなる事業も、発案者が誰で担当の委員会はどこかを明白に
する。

◆報告事項
　ガバナー補佐訪問（７月 17 日）ガバナー公式訪問（７月 31 日）

■ 第 126 回ゴルフコンペ成績
平成 26 年 6 月 26 日（木）［片山津ＧＣ／加賀コース］

O I G H N

優　勝 安宅真由美 41 48 89 18 71

準優勝 山上　公介 41 40 81 4 77

第３位 上田　宏暢 56 48  104 26 78

第４位 安宅　雅夫 42 41 83 5 78

第５位 中村　實博 48 45 93 15 78

第 10 位 中浦　洋昭 54 54 108 25 83

B Ｂ 内堀　　茂

奥田久雄会長杯　　山上公介

ニアピン　　安宅真由美（２）、山上、屶網
　

■ 講話予定
● 8 月 28 日（木）錦心流琵琶全国一水会　尾上峰水氏

「日本人の感性を伝える琵琶のあれこれ」
● 9 月  4 日（木）会員　中村實博君

「歴史を語る」
● 9 月 11 日（木）（有）北陶　代表取締役　飯田雪峰氏

「伝統工芸とその心」
● 9 月 18 日（木）休　会
● 9 月 25 日（木）観月会（金沢百万石 RC 合同例会）

ホテル日航金沢にて

プロフィール／二塚長生　ふたつか　おさお

金沢北ロータリークラブ名誉会員

友禅作家／重要無形文化財保持者

ガバナー補佐　中村 寛二君

富田 勝郎　氏

●会長／吉井 清 ●会長エレクト／勝田 浩之 ●副会長／辻 利陽
●幹事／佐賀 務 ●副幹事／中川 茂樹 ● SAA ／中浦 洋昭 ●会計／山上 公介
●クラブ広報委員長／松田 光代
●会員数／ 52 名 ●クラブ設立／昭和 48 年 10 月 3 日
◎例会日／木曜日 12：30〜13：30
◎例会場／松魚亭　金沢市東山 1-38-30 TEL:076-252-2271 FAX:076-252-2273



2014 年〜2015年度　金沢北ロータリークラブテーマ

ロータリー精神に学び「凛として生きる」 会　長　吉井　清

2014 年〜2015年度　国際ロータリーテーマ

「ロータリーに輝きを」　「 Light Up Rotary 」 RI 会長　ゲイリーＣ.Ｋ. ホァン（黄其光）

私の名刺　
会員／谷　聖（たに　あきら）
S 34.11.3 生まれ
ネットライフアリコ生命保険㈱トータルライフ・コンサルタント
職業分類：生命保険

私の名刺　
会員／北㟢　浩三（きたさき　こうぞう）
S 27.5.29 生まれ
北崎自動車工業㈱代表取締役会長
職業分類：観光バス・自動車整備業

納涼例会
親睦活動委員長／水巻　啓光

　この度、金沢北ロータリークラブに入会させて頂く
ことになりました。入会にあたりまして、奥田会員、
山上会員のご推薦を賜り、心よりお礼申し上げます。
　私は、白山市（旧松任市）の生まれで、現在は
内灘町に住んでおります。家族構成は、妻と子供２
人（１人は社会人）です。
　私の実家は、祖父の代から公務一家でございまし
て、幼少は祖父母に連れられて、東京で生活して
おりました。金沢に帰省してからは言葉の違いに
悩みましたが、時間が解決し馴染む事ができました。
県内の高校を卒業し、再び東京で大学進学となった
のですが、その当時の私は、将来どういう職につき、
どのような進路を歩むか見当がつかず、放浪の旅に
出たり芸能一座でバイトをしてみたり・・・そんな
生活をしておりましたが、バイト先の経営者と意気
投合し、営業職として社会人の第一歩を踏み出す事
になりました。親戚が上場企業の管理職だった事が
幸いし、東京で建設業関係の営業職につく事になり
ました。20 代そこそこの若輩者がたいした仕事も

　この度、金沢北ロータリークラブに入会させて頂
きました北㟢と申します。
　吉井会員、玉田会員の推薦を賜りましたこと、
心より感謝申し上げます。
　私は、昭和 27 年に金沢に生まれ育ち、機械いじ
りが大好きな子供でした。その影響もあって、自身
の職業を自動車整備と決め、当時勤めていた会社を
退職し、27 歳で独立。夢であった小さな自動車整
備工場を創業しました。最初は１人、日中は営業、
夜は作業。寝る時間も惜しんで仕事に没頭しました。
今から思えば、お客様も従業員もおらず、運転資金
もなく、頼りにできる者も無く大変でした。文章で
は書き表せない長く辛い時期を乗り越えて今、現在
があるのだと。
　このような時期を乗り越え、社員も１人、２人と
増え、皆様方のご支援もあり、会社の業績も上向い
ていきました。

　今年の納涼例会は、８月６日（水）に「旧横山家
迎賓館　辻家庭園」で実施し、46 名の参加を
いただきました。
　今回は、金沢市指定文化財の庭園で結婚式が
挙げられると評判が高く、一見の価値ありとして
選びました。また、辻家当主の辻卓さんが金沢西 RC
会員で、当クラブとも交流・面識があるという
ご縁から「講話と庭園案内」をお願いした次第です。
　当日は、国登録有形文化財（母屋・板塀・表門）の
表門から入園すべく寺町台から伺いました。待合室
横の「群青の間」の壁の色がとても鮮やかでした。
辻さんは講話の中で「長い期間一般公開しなかった
ことで、塵・埃と無縁の状態が建築当時の色を保つ
ことになったのでは・・」と話され、一同納得
でした。
　講話で印象的だったのは、『庭園の特徴は

「滝と小川」で、共に水音がすることで、特に滝

第1937 回 例会
７月３日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．ご挨拶
吉井清会長

２．出　欠
出席　37 名　　　欠席　14 名　　　出席率　72.55%
ビジター　3 名　　

３．幹事報告
・第４０代会長・幹事顕彰
・京都洛北・相模原南ＲＣより新年度にあたり祝電拝受
・新会員紹介
　谷聖君、本田正敏君、北﨑浩三君、馬場邦彦君

４．皆出席顕彰（敬称略）
　27 ヶ年　　辻　利陽
　10 ヶ年　　中村芳明
　　6 ヶ年　　中川茂樹　　
　　2 ヶ年　　松田光代
　　1 ヶ年　　中浦洋昭、向峠仁志

５．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

６．ご結婚記念日祝い ( 敬称略 )
　　　６日　　佐賀　務

７．ニコニコボックス
吉井君、佐賀君

　これから１年間、宜しくお願い致します。

取れないと思うのですが、やると決めたから生来の
負けん気に火がつきまして、売上もかなり伸長した様
に思います。当時の社長にもピッタリついて離れず、
ゴルフや接待なども後々の糧となりました。しばら
くして、祖父と父が病に倒れ帰省する事になりました。
　31 才の時に高校の OB からリクルートを受け、
外資系保険会社に勤務する事になりました。当時と
してはライフプランナーという仕事は斬新で、それ
まで女性の仕事として捉えておりましたが、実際現場
に出てみますと、決して饒舌ではない私ではござい
ましたが、ひらめきを感じる事が出来ました。保険
会社としては２度程変わっておりますが、なぜか
いつも M&A される側の会社におりまして、そのたび
に社風の変化や企業文化の違いなど、なかなかあじ
わえない経験をさせて頂き、ライフプランナーとして
現在は CT（コンサルタント）として 24 年間保険
業界で活動させて頂いております。
　皆様このような私でございますが、どうぞよろしく
お願い申し上げます。

　平成 18 年に始めた貸切バス事業も軌道に乗り、
現在は順調に経営させて頂いております。
今は社員 50 人前後の会社となり、また創立 35 年
を迎えることができました。初心を忘れず、社員を
財産と考え、これからも地域社会に貢献していきた
いと思っております。
　５年前には長男に社長職を譲り、私は会長職に就
きました。全ては、私の周囲の皆様方のお蔭である
こと、欺かず心から人と向き合い、人と付き合い、
我が人生を教材となす。新社長もこの精神を継承し、
今以上に良き会社を築くことを心に誓い、精進して
おります。
当社の社訓は、友和の「和」であり、これには色々
な意味を含んでおります。
　まだまだ書きたい事は山ほどありますが、皆様方
とお会いした中で勉強させていただきたいと思って
おります。どうか今後とも宜しくお願いいたします。

は造園以前から存在していたと思わせるような石
の配置となっていること。旧横山家が尾小屋銅山
で大成功を収め、大正初期に金沢の地に迎賓館とし
て庭園（当時２万坪）を造ったことが、今日の金沢文
化の存在に寄与していると言っても過言ではない。』
とのお話でした。
　この後、雨上がりの庭園を、足元にも視線を向
けながら散策しました。
　例会は、結婚式の披露宴会場で５人掛けの
丸テーブル。全面ガラス張りで開放感があり、
庭園の緑も映えて、市内中心部であることを忘
れさせてくれました。美味しい料理に舌づつみ
を打ち、歓談に時を過ごした後「手に手つないで」
を合唱して終了しました。
　（辻家庭園の再訪問は、群青の間での食事！？ or
２回目の結婚式？？）

奥田君、木下君
　吉井丸の就航を祝って。

勝田君　吉井会長、佐賀幹事、役員の皆様、１年間宜しくお願い致
します。

畠　君　吉井会長・佐賀幹事、１年間ご指導ください。
谷君、本田君、北﨑君、馬場君

本日より、入会させて頂きます。宜しくお願いします。
安宅君　研修させて頂いた新会員の方々は、皆さん意欲的でした。
玉田君　馬場さん、ご入会おめでとうございます。
玉田君、内堀君

本田君のご入会、おめでとうございます。
向峠君　ロータリーでの活動も、１年が経ちました。今後とも宜し

くお願いします。
佐賀君　７月１日より、ＮＴＴ西日本金沢病院から、恵寿金沢病院

に母体が変りました。後は変わりありませんので、これま
で同様にご利用ください。

中浦君　慣れない会場監督、どうぞ宜しくお願いいたします。また、
１年間出席顕彰、ありがとうございました。

合計（29,000 円）

第1938 回 例会　
7 月 10日（木）雨／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．ご挨拶
佐賀幹事、佃奉仕プロジェクト統括委員長、
安宅会員開発統括委員長、越田クラブ広報統括委員長

２．出　欠
出席　　39 名　　　欠席　13 名　　　出席率　76.47%
ビジター　2 名

辻家当主　辻卓氏による講話をチャペルにて拝聴 畠会員による論語の素読 手に手つないで♪


