
第1993 回 例会  創立 42 周年記念例会
10 月 1日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
　四代　徳田八十吉　氏
　「八十吉カラー　伝統の中の独自性」
２．出　欠
　出席　36名　　　欠席　15名
　出席率　80%　　ビジター　2名
３．来訪者　（敬称略）
　金　沢ＲＣ　　大屋　修
　香林坊ＲＣ　　小幡謙二　
４．幹事報告
　・新会員のご紹介　丹羽雅治君
５．お誕生日祝い ( 敬称略 )
　　　　3日　玉田善明
　　　　8日　合田昌英
　　　12日　丹羽雅治
　　　20日　屶網大介、野村千秋
　　　31日　高岡　昇

６．婚記念日祝い（敬称略）
10 日　丹羽雅治
13日　魚住安彦
16日　山上公介
19日　中村實博
25日　高岡　昇
26日　本岡三千郎
27日　安宅雅夫　

７．ニコニコボックス　
　小松RC　徳田八十吉君

42周年、誠におめでとうございます。本日は講師にお招き
頂きまして、光栄でございます。

　香林坊RC　小幡謙二君
いよいよ来年の 6 月 6 日に、金沢で台湾ロータリー親善
会議が開催されます。全国で、台湾との姉妹クラブが、約
300 あるそうです。
金沢北クラブのお知恵を拝借しながら、成功させたいと思います。
自分は、実行委員会登録部会を仰せつかっております。

　辻君、屶網君
徳田八十吉先生をお迎えして。お話を楽しみにしています。
また、丹羽雅治さんの入会をお祝いして。

　畠君、魚住君
徳田八十吉先生をお招きして。楽しみにしています。

　丹羽君　本日より、入会させて頂きます。宜しくお願い致します。
　屶網君　今月、誕生月です。39歳ということで、感謝（サンキュー）

の気持ちを忘れずに行きたいです。
　松本君　本日より、会長職になります。昭和45年より社長業を続け、

45年になります。今日からは、会長兼、毛布職人兼、営業
マンとして、今まで通りに働かせてもらいます。なかなか、
楽にしてもらえませんね。

　玉田君　新日本有限責任監査法人が主催する、企業家表彰制度EYア
ントプレーナー・オブ・ザ・イヤー2015ジャパンにおいて、
北陸 3県を代表する企業家に選ばれました。10月 5日、名
古屋での東海・北陸大会でベストを尽くしてまいります。

合計 15,000 円（累計 134,000 円）

第1994 回 例会  金沢北・百万石ＲＣ合同お月見例会
10 月 8日（木）晴れ／ 18：30〜 20：30［松魚亭］

１．点　鐘
　ロータリーソング「我らの生業」
　ご挨拶　　　金沢北ＲＣ　辻長
　　　　　　　金沢百万石ＲＣ　魏会長
　ニコニコボックス披露
　乾　杯　　　　　　　　　金沢北ＲＣ　大村会員
　歓　談
　閉会の挨拶　　　　　金沢百万石ＲＣ　若狭会長エレクト
　　　　　　　　　　　金沢北ＲＣ　　　松本会長エレクト
　ロータリーソング「手に手つないで」
　点　鐘
２．出　欠
　出席　24名　　欠席　27名　　出席率　53.33%
　ご夫人　6名　　金沢百万石RC　32名
３．ニコニコボックス
　金沢百万石ＲＣ　魏会長

お月見例会にお招きいただき、誠に有難うございます。今
後とも宜しくお願い致します。

　辻君、屶網君
金沢百万石ＲＣの皆様、本日は、多数お越し頂き、有難う
ございます。
心より歓迎申し上げます。

　中川君　シルバーウィークに、軽井沢にて人生初のホールインワンを
達成しました。
なお、コンペなどは行いませんので、ご了承ください。

　中浦君　本日は松魚亭のご利用、ありがとうございます。
　合計 10,000 円（累計 144,000 円）

■９月クラブ日誌
● 10 日（木） 9 月定例理事会　　　　　　松魚亭にて

● 10 日（木） 奉仕プロジェクト・会員開発・クラブ広報委員会
合同炉辺会合　　　　　　　　とどろき亭にて

■ 講話予定
● 10 月 29 日（木）　松田光代会員
● 11 月 5 日（木）　日本伝統工芸展鑑賞
● 11 月 12 日（木）　米山奨学生
● 11 月 26 日（木）　第 2000 回記念例会　六角堂グリル＆バーにて

発行  2015.10.15thu NO.915

　秋の兼六園●会員数／ 51 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

●会長／辻 利陽 ●会長エレクト／松本 範夫 ●副会長／佐賀　　務
●幹事／屶綱 大介 ●副幹事／中川　茂樹 ● SAA ／向峠　仁志 ●会計／佐賀　　務
●クラブ会報委員長／松田 光代



　

お・も・て・な・し
会　員　木下　和吉

　この度、第 26 回中央大学白友会（父母連
絡会）の全国大会が、石川県金沢市に於い
て開催されました。
　おそらく全国数ある大学関係団体の中で
も、この様な組織を持って活動している団体
は珍しいと思います。
　私は、大会において副会長と実行委員長
を任され、学員会の会員として認めてもらっ
ている立場上断るわけにもいかず、引き受け
ることにしました。
　従来は一泊二日の日程のところ、今回は二
泊三日の企画を立ててみました。一日目はホ
テル日航金沢にて総会・懇親会。
　二日目は能登方面に。

　一日目の
懇親会では
会場へ入る
前に抹茶席
を設け、和
菓子の手作

り実演をしてもらい、そのお菓子をいただき
ながら初秋の設えの中でゆったりと一服をい
ただくという趣向を、当クラブの吉井会員が
心良くお引き受け下さいました。
　そして会場の薄明りの中で、横笛奏者の藤
舎眞衣さんが澄んだ笛の音を聴かせていただ
くという素敵な展開に、白友会の会員の皆様
は、うっとりと聴き入っていました。
　続いて、学員会石川県支部長林隆信様の
ご挨拶の後会食に入り、いよいよお刺身が
登場、甘えびの食べ放題と銘打って当クラブ

の安宅会員にお願いしたところ、今まで見た
こともない大きな子持ちの甘えびが並んでい
るのにびっくり。食通の方もいる中で、安宅
会員に教えていただいた食べ方を披露し、生
きたエビの漁師食いを体験し、そのおいしさ
にまたまた感激。
　二日目は、当クラブの北㟢会員の観光バス
にて能登観光を楽しみ、宿泊は和倉温泉加
賀屋にて。
　加賀屋の小田相談役にご尽力いただき、
日本一のおもてなしを充分堪能させていただ
きました。
　今回の企画を通じて私は、おもてなしの真
髄は石川県にあり、その心は金沢だと改めて
痛感いたしました。
　お蔭様で全国大会が大盛会裡に終えるこ
とができました。改めて、ご協力いただいた
当クラブの安宅会員、吉井会員、北㟢会員
には、心より感謝とお礼を申し上げます。あ
りがとうございました。

　あとがき
　白友会会員の方々より感激のお便りや
メール便が届き、お世話をおかけした皆様
に、くれぐれもよろしくとの事でした。

2015 〜 2016年度　国際ロータリーテーマ 2015〜 2016年度　金沢北ロータリークラブテーマ

Be a gift to the wold 世界へのプレゼントになろう それぞれの知識を生かして 見識を高めるRI 会長　K.R. ラビンドン 会長　辻　　　利　陽

第1992 回 例会
9 月 17日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
　山田流筝曲家　田中杉芙勢　氏
　「琴（きん）と筝（そう）」
２．出　欠
　出席　31名　　欠席　16名
　出席率　70.46%　　ビジター　1名
３．来訪者（敬称略）
　京都東RC　　三輪泰司

４．幹事報告
　・９月２４日（木）は、定款第６条第一節により休会
５．ニコニコボックス
　辻君、屶網君、畠君

田中杉芙勢先生をお迎えして。お話と演奏、楽しみにして
います。

　濱井君　誕生月です。お祝いを有難うございます。
　小々高君

入会させて頂いて半年が経ちました。最近なかなか出席で
きませんが、今後とも、宜しくお願い申し上げます。

　　合計 7,000 円（累計 119,000 円）

　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、大西運輸株式会社専
務取締役、丹羽雅治です。入会にあたりまして、
辻　利陽様、屶網大介様からの推薦を賜り、
心より御礼申し上げます。
　大西運輸は、昭和 46年 1月に大西勝二代
表が自家用トラック1台にて創業、昭和 57年
7月に法人組織に改組。大西運輸株式会社を
設立し、現在は車両数 230 台、営業所 4か所、
従業員数 260 名です。主となる事業は、一般
貸切事業、共同配送事業、企業専属配送事業、
平ボディ車・ユニック車事業、オフィス関連事
業、倉庫事業となります。その中でも共同配
送事業は、照明電材、住宅建材、専務機器
等の商品をエリア・商品別に共同配送すること
により、お客様の物流費削減を実現し、環境
に配慮しCO2の削減につながると各メーカー
様、問屋様より高い評価を頂いております。ま
た、関連会社としまして、オオニシ機工（株）、
北陸サービス（株）、（株）石川ビジネス販売
の3社があり、グループ全体で社員数 320 名
おり、輸送からレッカーまで総合物流を目指し
ております。

　私は旧柳田村出身で、最初は製造業の職に
就きましたが、機械に使われている事が嫌で1
年半で退職、その後ガソリンスタンドに就職しま
したが、田舎特有の跡継ぎ以外は地元を離れ
独立すると言う習慣があり、1年で退職し、金
沢へ出ることとなりました。仕事も決めず金沢
へ出てきましたが、地元の先輩が大西運輸に
在職しており、「仕事が決まっていないなら、一
度面接したらどうだ」と言われ面接に行きまし
た。平成4年9月に大西運輸に一般ドライバー
として入社、ドライバーを10年経験、平成15
年 2月に初代福井営業所所長の役職を頂き、
その後、営業課長、営業部長、現在の専務
取締役の役を頂きました。営業、管理職など全
くの未経験でしたが、代表、御客様、周りのス
タッフに助けられ今日があると実感しています。
　今回、私のような未熟者がロータリークラブ
に入会することとなり、人生の先輩方、経営の
先輩方より色んな事を吸収し、皆様との出会い
を大切に今後の人生の糧とさせて頂きたく存じ
ます。何卒、ご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願
い申し上げます。

私の名刺　
丹羽　雅治（にわ　まさはる）
S46.10.12 生まれ
大西運輸（株）専務取締役
職業分数：運送業


