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第1943 回 例会
８月 21日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
木村経営ブレーン　会長　木村光雄氏

「この道より我を生かす道なし　この道を歩く」
２．出　欠

出席　　33 名　　　欠席　19 名　　　出席率　66.00%
ビジター　2 名

３．来訪者（敬称略）
横浜南 RC　　高作義明
金沢西 RC　　小林　洋　　

４．幹事報告
・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

木村経営ブレーン、木村光雄先生をお迎えして。
　畠　君    木村光雄先生をお迎えして。
　奥田君    辻家庭園で誕生日を祝っていただき、有難うございました。
　本多君    誕生日祝い、ありがとうございました。

合計 9,000 円（累計 73,000 円）　

第1944 回 例会
８月 28日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
　錦心流琵琶　全国一水会　尾山峰水　氏
　「琵琶に親しむ」　
２．出　欠
　出席　33 名　　欠席　19 名
　出席率　66.0%
３．ニコニコボックス
　吉井君、佐賀君

　尾山峰水先生をお迎えして。
　畠　君　　尾山先生のお話と演奏を楽しみにしています。

合計 5,000 円（累計 78,000 円）

■７月クラブ日誌
●   ３日（木） 新会員研修会

（谷君、北﨑君、本多君、馬場君）　松魚亭にて

● 10 日（木） 新会員研修会（浅井君）　　　　　　
７月定例理事会　　　　　　　　　松魚亭にて

● 17 日（木） ガバナー補佐訪問（クラブ協議会）  松魚亭にて
● 24 日（木） 前年度最終理事会　　　　　　　　松魚亭にて
● 31 日（木） ガバナー公式訪問　　　　　　　　松魚亭にて

■８月クラブ日誌
●   ７日（木） 納涼例会　　　　　　　　　　　　辻家庭園にて
● 21 日（木） ８月定例理事会　　　　　　　　　松魚亭にて

理事会報告　
◆８月 21日（木）／出席者　14名
● 審議事項
　①納涼例会決算報告　　承認
　②その他
● 委員会報告
　①社会奉仕委員会（木下君）
　　・城北地区開発促進同盟会役員会報告
◆９月 11日（木）／出席者　15名
● 審議事項
　①広島豪雨災害義捐金の件

募金箱の 32,000 円に加え、義援金基金より 18,000 円を拠出し合
計 5 万円を送る。

　②第 45 回金沢市柔道大会の件
　　10 月 26 日（日）午前 9 時より
　③創立 41 周年例会の件
　　10 月 2 日（木）
　　・洋室にて、40 周年記念例会のパネル展を開催
　　・和室にて例会を開催し、雅楽の演奏を楽しむ
● その他

・11 月 27 日（木）の例会に、東京小石川 RC の方々が来会

■ 10 月 例会変更　
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金　沢 RC
10 月 8 日（水）地区大会へ振替休会　
10 月 22 日（水）時間未定 金沢ニューグランドホテル「観月会」
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢東 RC
10 月 6 日（月）地区大会へ振替
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢西 RC
10 月 3 日（金）18:00 〜和田屋「観月例会」
10 月 10 日（金）地区大会へ振替
10 月 31 日（金）休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢南 RC
10 月 14 日（火）地区大会へ振替
10 月 21 日（火）会場・時間未定「観月例会」
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
香林坊 RC
10 月 6 日（月）地区大会へ振替
10 月 7 日より例会場は「金沢東急ホテル」となります。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
みなと RC
10 月 7 日（火）地区大会へ振替
10 月 14 日（火）職場見学例会（石川製作所）　　
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
百万石 RC
10 月 9 日（木）　地区大会へ振替

■ 講話予定
● 10 月  2 日（木）創立 41 周年例会　 雅楽演奏
● 10 月  9 日（木）社会保険労務士　畠善寛氏　

「最近の労働問題について」
● 10 月 16 日（木）草笛愛好会会長　新木尚氏
● 10 月 23 日（木）丸山節子氏　「日本の文化」

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

木村 光雄　氏

尾山 峰水　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　
浅井　和明（あさい　かずあき）
S35.5.30 生まれ
㈱メイク・ア・ボックス
職業分類：抜型製造

私の名刺　
馬場　邦彦（ばば　くにひこ）
S37.9.12 生まれ
三井住友海上火災保険㈱　金沢支店長
職業分類：損害保険

私の名刺　
本田　正敏（ほんだ　まさとし）
S33.4.12 生まれ
㈱本田工務店
職業分類：建設請負

　この度、中川様、勝田様のご推薦で、金沢北
ロータリークラブに入会させて頂く事になりました。
　私は星稜高校を卒業した後に、家業で有る「入江
トムソン加工」に入社し、安易な気持ちで社会人を
始めました。箱を直接に作る「入江トムソン加工」
から、大口顧客の倒産で箱の元を作る「抜型製造業」
に転換を、先代社長の親父が決意いたしました。
　抜型製造業から７年目に親父が亡くなり、２年間
は母親が社長を引き継ぎました。女性社員２名と
家内と母親だけに成ってしまった会社は、たまたま
自社建物建築中で有った事で、一機に借金の支払い
にギリギリの事業活動でした。不安定な中を立て
直した頃に、母親から社長を任され現在に至ります。
　来年は、親父が家業として起こした「入江トムソン
加工」から 50 年に成る事から、創業 50 周年の記念
パーティをさせて頂く事を考えています。
　この事は、抜型業当初の地場の伝統工芸産業依存
での体質から、其の業界衰退から全国展開に切り

　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三井住友海上の馬場で
ございます。入会にあたり、玉田様と小泉様から
ご推薦を賜り心より御礼申し上げます。
　私は生まれが東京、育ちは埼玉、現在自宅が千葉
ですが、両親が会津出身なので DNA は東北と思わ
れます。三井住友海上は全国転勤型の企業であるため、
社会人になってからは全国を回っております。全国
転勤は辛い部分も多少はありますが、全国に友人が
できたり、各地の素晴らしい文化に触れることが
できるといったメリットもあり、前向きに捉えて
おります。
　実は私は、2002 年から 6 年間金沢勤務を経験して
おり、今回が 2 度目の金沢勤務になります。前回勤務時
には人に恵まれて楽しく金沢生活を過ごさせて
いただきました。食べものや酒の旨さ、美しい自然、
文化水準の高さと金沢のいい面はたくさんありますが、

　この度、金沢北ロータリークラブに入会させて
いただきますことになりました、本田正敏です。
入会にあたり、玉田様と内掘様から推薦をいただき
ました。
　現在、建築工事主体の建設会社、本田工務店の
代表取締役社長を務めています。当社の創業は昭
和 34 年 11 月です。先代の父が西金沢駅前にて、
建築工事請負業を個人で起こしました。当時の建設
ブームの中で、営業基盤も脆弱なまま、向こう見ず
にスタートした様子でした。その後、私の母方
の祖父と共同して、株式会社　本田工務店として、
昭和 38 年に資本金 200 万円で法人化として、
立ち上げました。昭和 49 年に本社を八日市出町の
現在地に新築移転しました。昭和 40 年代の好況期
には、大阪にも営業所を設けておりましたが、オイル
ショックを機会に引き上げました。昭和 50 年代以後
の不況期になり、規模を縮小して営業を継続してき
ました。
　私は昭和 60 年 8 月に入社しました。父が病気
入院したため、大手ゼネコン勤務から、社業を継承
して現在に至ります。これ以来、会社の工事の内容

第1941 回 例会　ガバナー公式訪問
７月 31日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
　第 2610 地区ガバナー　永田義邦　君
　「ロータリーのビジョンを語ろう」
２．出　欠
　出席　　36 名　　欠席　16 名　　
　出席率　70.59%　　ビジター　5 名
３．来訪者（敬称略）

高　岡 RC　　永田義邦　　室崎　靖
野々市 RC　　中村寛二
金沢西 RC　　辻　　卓　　高梨敏明

４．幹事報告
・米山奨学生、イン・マンリンさん紹介
・フォローアップ委員の委嘱状授与

５．ニコニコボックス
　永田義邦ガバナー

　公式訪問に際して
　室崎靖地区副幹事

　公式訪問に同行して
　中村寛二ガバナー補佐

本日は、ガバナー永田様、地区副幹事室崎様をお迎えし、
ご指導いただきました。有難うございました。

　吉井君、佐賀君
第 2610 地区の永田ガバナーをお迎えして。

合計 15,000 円（累計 60,000 円）

替えで…その中でも段ボール主体に切替て、事業拡大
を推し進め…そして、８年前から一機に始まった
段ボール業界再編で売上が半減して、今は技術開発
で何とか販路を模索しつつ、別会社のカウンター
プレートジャパンで海外展開を加速化させようと
目論んでおります。
　時代時代でバタバタしている当社が、其れでも
50年継続出来る事（まだ１年有油断は許されないが！）
は、私としても節目の時との思いも有り、来年
新幹線開業時期に合わせてイベントをしようと
考えております。
　昔は景気に左右される事も無く、やり方をチョッと
工夫すれば生き残れる時代でしたが、今は環境の変化
や情報を取り入れる事がいかに大事かを、痛感して
います。私自身、ＪＣ経験も無く多少の勉強会で先輩
経営者様との交流は有りますが、今回ロータリー
クラブに入会する事で、一層の変化や情報を肌で
感じたいと考えております。宜しくお願い致します。

何と言っても人間関係を大切にする金沢の方々の
お人柄に一番魅かれています。2008 年に金沢を離れて
からも、いつかは金沢に戻っていきたいと思っていた
ところ、運よく今年 4 月の人事異動で再度金沢に着任
した次第です。金沢への人事異動の内示を受けた時
は、本当に嬉しく思いました。弊社の中でも金沢は
札幌、福岡と並ぶ人気の赴任地であり多くの人に
祝福されました。今回は初の単身赴任であり、時間は
たっぷりあります。土日は金沢中を歩き回り、歩き
疲れると銭湯に行き、天気が悪ければひたすら本を
読み、といった自由な時間を素晴らしい金沢の地に
おいて満喫しております。
　私は今回初めてロータリークラブに参加させて
いただきますが、皆様方とのクラブを通じた出会い
を大切にし、親睦を深めることを楽しみにしており
ます。
　ご指導ご鞭撻、どうぞよろしくお願い申し上げます。

と受注相手先は大きく変わっていきました。私ども
の仕事は無くなるものではないので、それぞれの
スタイルの中で、工夫しながら続けてきました。
　当社の社是は「良く、廉く、迅く、安全に」です。
大変、簡単ですが、工事の基本原則である、「品質、
価格、工期、安全」の 4 つ管理の確保を目指してい
ます。いつの時代にも、変わらずに追求されてきた事項
です。地域社会に貢献する企業として、発展する所
存です。また、心がけていることは、「日々是好日」
です。思い立ったら吉日、時人を待たず、実行する
ことです。日頃から、社員に素早く対応する大切さ
を指導しています。
　趣味は山登りと、準備のためのウォーキングです。
日本百名山踏破を目指していますが、まだ 36 峰しか
到達していません。残された年数を思うと、新しい
山に一年二つは行きたいと思っています。白山には、
毎年、登拝しています。
　高校生のころから通算して、50 回は超えました。
商売繁盛と健康に感謝して、帰ってきます。
　今後とも、ご指導、お引き立てのほど、よろしく、
お願い申し上げます。

第1942 回 例会　納涼例会
８月６日（水）曇りのち雨／ 18:30 〜 20:30［辻家庭園］

１．講　話
辻家当主　辻　卓氏（金沢西 RC 会員）

２．例　会
国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
会長挨拶　　　 　　　　　　　　　　
論語の素読　　　　　　　　　　畠会員
結婚・誕生月祝い
ニコボックスの披露
歓　談
閉会の挨拶　　　　　　　　　　勝田会長エレクト
手に手つないで　　

３．出　欠
　出　席　31 名　　欠席　21 名　　　出席率　60.78%
　ご夫人　14 名　　ゲスト　辻　卓氏

４．ニコニコボックス
　吉井君、佐賀君
　辻家庭園での納涼例会に感謝して。

合計 4,000 円（累計 64,000 円）


