
第2039 回 例会 
11 月 17 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
宇多須神社　神主　森　　博　氏

「藩社　卯辰八幡宮」
２．出　欠

出　席　　32 名　　欠　席　18 名
出席率　69.56%　　ビジター　3 名

３．来訪者（敬称略）
金沢東ＲＣ　　越原悠三　　若林智雄
金沢西ＲＣ　　坂本藩應

４．ニコニコボックス
松本君、中川君

本日の講師、森博様のお話を楽しみにしています。
魚住君　ゲストに森さんをお迎えして。
木村（功）君

森宮司、ご講話いただき、有難うございます。
本日、ボジョレーヌーヴォ解禁です。皆さん、たくさん呑
んで下さい。

　合計 4,000 円（合計 221,000 円）

第2040 回 例会 
11 月 24 日（木）雨／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
会員　伊東　尚毅　君

「お酒の基本知識」
２．出　欠

出席　30 名　　欠席　20 名　　出席率　65.22%　　ビジター　2 名
３．来訪者

金沢西ＲＣ　 辻　　卓　　　澤田幸壮
４．幹事報告

・12 月 1 日（木）は、クラブ年次総会
５．ニコニコボックス

松本君、中川君
伊東会員のお話、楽しみにしています。

　伊東君　本日、お話しさせて頂き有難うございます。宜しくお願いします。
合計 4,000 円（累計 225,000 円）

          第135 回 ゴルフコンペ成績
平成 28 年 11 月 3 日（木・祝）［ザ・カントリークラブ・能登］

O I G H N
優　勝 屶網　大介 51 46 97 25 72
準優勝 中浦　洋昭 44 52 96 22 74
第３位 馬場　邦彦 45 54 99 25 74
第４位 山上　公介 43 40 83 8 75
第５位 佐賀　　務 53 53 106 30 76

第 10 位 安宅真由美 50 52 102 22 80
B Ｂ 大澤　久廣

ニアピン賞　　　中村（實）、山上×３ホール

■ 11 月クラブ日誌
● 10 日（木） 新会員（木村康徳君）研修会

11 月定例理事会　　　　　　　　　松魚亭にて

第2041 回 例会  クラブ年次総会
12 月 1 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
会員　寺田憲二君

「私の人生」　
２．出　欠

出席　32 名　　欠席　18 名
出席率　69.56%　　ビジター　3 名

３．来訪者（敬称略）
金沢東ＲＣ　　和田清聡
金沢西ＲＣ　　澤田幸壮　　　　

４．幹事報告
・クラブ年次総会にて、次年度理事の発表

５．誕生日祝い（敬称略）
8 日 大澤久廣
10 日 木下和吉
12 日　大場　修

６．結婚記念日祝い（敬称略）
20 日 木下和吉

７．ニコニコボックス　
松本君、中川君

寺田さんのお話、楽しみにしています。
　寺田君　先日のチャリティゴルフには、当クラブからもご参加いた

だき、有難うございました。また、本日お話をさせて頂き
ます。

大場君　57 歳になります。朝の運動が、若干辛くなってきました。
本田君　娘が結婚しました。

　的場君　11 月 25 日から 30 日まで、カンボジアのアンコールトム、
アンコールワットを見学してきました。32 度から 33 度の
猛暑の中で、歩き疲れました。

　合計 13,000 円（累計 238,000 円）

理事会報告
12 月 1 日（木）／ 出席者　16 名

◆審議事項
　① IM（平成 29 年 3 月 26 日）実行委員メンバー選出の件
　　各クラブ、会長・幹事を除く 3 名の要請
　　当クラブからは、松本、中川、佐賀、中浦、内堀会員の 5 名
　②その他

■ 講話予定
● 1 月 11 日（水）金沢 8RC 新年合同例会　　ホテル日航金沢にて
● 1 月 19 日（木）年男「今年の抱負」
● 1 月 26 日（木）ミニコンサート

フルート　福井　直秀　氏
ギター　　林　　正信　氏
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「浅野川暮色」

十二月の論語
子夏曰く、博

ひろ

く学んで篤
あつ

く志し、
切
せつ

に問いて近く思う。
仁其の中に在り。

「秋の浅野川」

●会員数／ 50 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／松本 範夫 ●会長エレクト／佐賀　務 ●副会長／内堀　茂
●幹事／中川 茂樹 ●副幹事／中浦 洋昭 ●会長監督／野村 千秋 ●会計／屶網 大介
●クラブ会報委員長／中村 實博



　
2016 〜 2017 年度　国際ロータリーテーマ 2016 〜 2017 年度　金沢北ロータリークラブテーマ

人類に奉仕するロータリー Rotary Serving Humanity ロータリーを楽しもうRI 会長　ジョン F. ジャーム 会長　松本　範夫

第 2610 地区大会に参加して
　幹事　中 川　茂 樹

10 月 22 日、23 日に富山県砺波市の
砺波市文化会館で開催された 2610 地区
ロータリー地区大会に参加してきました。
当金沢北ロータリークラブからは、松本会
長をはじめ佐賀会長エレクト、中浦副幹事、
内堀国際奉仕委員長、卯野財団委員長、
濱井青少年奉仕委員長、中村クラブ会報
委員長、私、中川。また、吉井さんがガバ
ナー補佐として、計 9 名の参加でした。
お昼過ぎに、オープニングアトラクション
地元高校生による五箇山民謡の演奏に始まり、
岡部一輝ガバナー、志田洪顕 RI 会長代理、
寺林敏富山県副知事、田中幹夫南砺市長
が話され改めて、ロータリークラブの歴史
の重みを肌で感じることができました。
さらに、米山奨学生、インターアクト、ロー
ターアクトの現況報告。日本ケーブルテレビ
連盟理事長吉崎正弘氏、東洋思想研究家

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、株式会社
大松商会の木村康徳と申します。入会に
あたりまして、玉田善明様、内堀茂様より
推薦を賜り厚く御礼を申し上げます。
当社は、東力にて主に工業用ゴム製品の
製造を行って、昭和 39年に父が創業し私が
二代目となります。その年、東京オリンピック
が開催され、東洋の魔女と呼ばれたバレー
ボール女子の大松監督にあやかりこの社名
になったそうです。工業用ゴム製品といい
ましてもあまり馴染みのないものと思いますが、
機械部品や配管のパッキン、防振・防音・
保護材としてなど、多くの分野で広く利用
されています。業況は厳しいものがあり
ますが、父から受け継いだこの会社を維持
発展させ、社会に貢献していくことが私の
使命であると思っております。
私は神戸で生まれ、その翌年に金沢に
越して以来この地で育ちました。大学は
東京で過ごし、金融機関に就職後は福井・

境野勝悟氏の講演。各クラブの表彰など、
盛りだくさんの内容でした。
岡部一輝ガバナーは、①会員増強
② 2020 年に日本のロータリーが迎える
100 周年事業③ポリオの撲滅を 3 つの柱
として、熱のこもったお話しをされていました。
会員増強はどのクラブでも大きな課題であり、
今後各クラブの自由度が上り、独自性を
持っていくことになるということでした。各
クラブの自由度とともに責任度も上がること
になります。金沢北ロータリークラブの幹事
として、身が引き締まる思いでした。
地区大会では、普段の例会以上にロータ

リアンとしての責任が感じられますし、他会
とのコミュニケーションを図れる数少ない
場でもあります。我が金沢北ロータリークラブ
からの参加者もさらに多くなることを期待
します。

大阪と転勤も経験しました。長男が生まれ
て間もなくサラリーマン生活を終え、金沢に
帰ってきましたが、その長男も神奈川で
就職 4 年目になります。来春、二男が無事
大学を卒業できれば肩の荷が下りますので、
第二の人生の始まりと考えておりました。この
タイミングで金沢北ロータリークラブに参加
させていただくことに、何かの「ご縁」を感じて
おります。
私は大学時代、知的障害をもつ子供たち
の放課後保育を企画運営するサークルに
所属していました。しかしながら、卒業後
今日に至るまでおよそ奉仕活動とは離れた
毎日であり、その事が時説負い目に感じたり
もしておりました。今回いただきましたこの
「ご縁」を大切に、自分に何ができるか
自問自答しながら積極的に関わっていきた
いと思っております。
どうぞご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしく
お願い申しあげます。

ロータリーの歩み①　その4
第 2680 地区 PDG　田中　毅

　フレデリック・トゥイードとドナルド・
カーターの発案で行われた対社会的奉仕
活動の実践例が、ループ地区（シカゴ中心部）
における公衆便所設置活動です。
　当時のシカゴのループ地区で顧客用に
トイレを供用していたのは、百貨店かバー
位しかなく、トイレを借りる必要に迫られた
通行人は、女性は化粧品を買うことと引き換え
に百貨店のトイレを借り、男性はビールの
一杯も飲みにバーの扉をくぐらなければ
なりませんでした。
　もし、無料のトイレができれば、これら
の店の収入に影響を与えることは、誰の
目にも明らかでした。そこで既に店内に

トイレを備えている百貨店協会やシカゴ
醸造組合の激しい妨害を受け交渉は長引き、
土 地 を 掘 り 起 こ す ま で に 2 年 の 歳 月 が
掛かってしまいましたが、最終的には、
建設用地と 20,000 ドルの補助金を市当局から
引き出すことに成功して、1909 年に市役所
と公立図書
館の横に二
つの公衆便
所が出来あ
がったので
す。

私の名刺　
木村　康徳（きむら　やすのり）
S38.1.25 生まれ

（株）大松商会　代表取締役社長
職業分類：工業用ゴム製品製造業


