
４．幹事報告
・最終夜間例会　６月２１日（木）１８時３０分　松魚亭にて

５．ニコニコボックス
佐賀君　講話の機会を頂き、有難うございます。
中浦君　佐賀会長の講話を楽しみにしています。
屶網君　講話をお引き受け頂き、有難うございます。

　　合計 4,000 円（累計 540,000 円）

第2102 回 例会
6 月 7日（木）晴れ／ 12：30〜 13：00［松魚亭］

１．講　話
（有）土の味
代表取締役　山内　外茂男　氏

「自分の舌で『残留農薬』『残留肥料』
　　　　  『化学物質』を見分ける方法」

２．出　欠
出　席　29 名　　欠　席　19 名
出席率　65.91%　　ビジター　2 名

３．来訪者（敬称略）
金　沢ＲＣ　　藤澤秀紀
金沢西ＲＣ　　辻　　卓

４．幹事報告
・本日、１８時３０分より、松魚亭において新旧合同理事会開催

５．皆出席顕彰（敬称略）
38 ヶ年　　本岡三千郎
18 ヶ年　　中村　實博

６．ご結婚記念日祝い ( 敬称略 )
　2 日　　　的場　晴次
26 日　　　向峠　仁志

７．ニコニコボックス
佐賀君、中浦君

山内外茂男氏のお話を楽しみにしています。
屶網君　山内氏を講師にお迎えして、お話を楽しみにしています。
本岡君　３８年の長い間、皆出席顕彰を頂き、有難うございました。

その間、５０歳で脳梗塞を発症し右半身が不自由ですが、
今年で３０年目を迎えました。元気です。これからも宜し
くお願いします。

　　合計 7,000 円（累計 547,000 円）

第2103 回 例会
6 月 14日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
胡弓奏者　　倉本　由美子　氏

「胡弓で奏でる美しき日本の歌」
２．出　欠

出　席　31 名　　欠　席　18 名
出席率　65.96%　　ビジター　2 名

３．来訪者（敬称略）
香林坊ＲＣ　　水内健之
みなとＲＣ　　西野裕一

４．幹事報告
・西野ガバナー補佐、ご挨拶

５．ニコニコボックス
金沢みなとＲＣ西野ガバナー補佐

ガバナー補佐として最終訪問に参りました。この一年のご
協力に感謝いたします。

佐賀君、中浦君
倉本由美子さんの胡弓を楽しみにしております。

屶網君　講師に、倉本さんをお迎えして。楽しみにしています。
　　合計 7,000 円（累計 554,000 円）

第2104 回 例会  最終夜間例会 
6 月 21日（木）晴れ／ 18：30〜 20：30［松魚亭］

１．点　鐘
①　ロータリーソング　｢それでこそロータリー｣
②　佐賀会長挨拶
③　中浦幹事挨拶
④　新旧会長・幹事バッチ交換
⑤　松魚亭より会長、幹事へ花束贈呈
⑥　ニコニコボックスの披露
⑦　乾杯
⑧　ゴルフ成績発表
⑨　閉会の挨拶　　内堀会長エレクト
⑩　ロータリーソング「手に手つないで」

２．出　欠
出　席　23 名　　欠　席　25 名　　出席率　52.27%
ご夫人　7 名

３．ニコニコボックス
佐賀君、中浦君

一年間ご支援いただき、本当に有難うございました。無事
に最終夜間例会を迎えることが出来、皆様に感謝しており
ます。

内堀君、向峠君
佐賀会長・中浦幹事、一年間お疲れ様でした。

小々高君　淋しいですが、本日をもって退会させて頂きます。後任
の喜多君を可愛いがってやってください。

安宅君　ゴルフ同好会の皆様のご協力により、長年会長を務めて参
りましたが、この度、交代して頂くことになりました。本
当に有難うございました。そのおかげで、本日優勝させて
もらい、皆様に感謝いたします。

　　合計 15,000 円（累計 569,000 円）

■ 6 月クラブ日誌
●  7  日（木） 新旧合同理事会　　　　　　　　　　　  松魚亭にて
● 21 日（木） 最終夜間例会　　　　　　　　　　　　  松魚亭にて

■ 講話予定
● ７月 12 日（木）ガバナー補佐訪問　永瀬喜子君
● ７月 19 日（木）元衆議院議員　田中美絵子氏
　　　　　　　　　「政治の力で救える命」
● ７月 26 日（木）ガバナー公式訪問　若林啓介君
● ８月   2 日（木）陶工芸家　武腰潤氏
　　　　　　　　　「私は古九谷蝶牡丹文絵皿に教えられた」
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「浅野川暮色」

佐賀会長退任のご挨拶

新旧会長・幹事バッチ交換

ゴルフ会長賞ゲットの屶網君 内堀会員、閉会のご挨拶

中浦幹事、退任のご挨拶

「金沢城公園」●会員数／ 48 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／内堀　茂 ●会長エレクト／中村　芳明 ●副会長／中村 實博
●幹事／向峠 仁志 ●副幹事／大場　修 ●会場監督／本田 正敏 ●会計／中浦 洋昭
●クラブ会報委員長／山上 公介
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第2100 回 例会
5 月 24日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
石川県警本部刑事部　組織犯罪対策課
企画兼暴力団対策補佐　　表　豊　氏

「暴力団の現状、薬物乱用の現状について」
２．出　欠

出　席　32 名　　欠　席　17 名
出席率　72.72%　　ビジター　3 名

３．来訪者（敬称略）
東京八王子ＲＣ　　鈴木秀男
七　尾ＲＣ　　　　赤　喜久造
金沢香林坊ＲＣ　　宝達伸也

４．幹事報告
・例会終了後、次年度理事会開催

５．ニコニコボックス
講師　表　豊　氏

本日、お話をさせて頂きます。

佐賀君、中浦君　
石川県警本部、暴力団対策補佐、表豊氏のお話を楽しみにし
ています。

屶網君　講師に表氏をお招きして。お話、楽しみにしています。
吉井君　先週日曜日、茶道裏千家の名誉師範称号授与報告茶会と祝宴を持

ちました。会員からも、ご参席賜りました。有難うございました。
　　合計 26,000 円（累計 536,000 円）

第2101 回 例会
5 月 31日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
会員　佐賀　務　君

「生命の不思議～人は存在するだけで素晴らしい～」
２．出　欠

出　席　28 名　　欠　席　20 名
出席率　63.63%　　ビジター　2 名

３．来訪者（敬称略）
金沢西ＲＣ　　澤田幸壮
香林坊ＲＣ　　水内健之

　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、株式会社しん証券さかもとの
喜多利行です。入会にあたりまして、玉田善明様、
中浦洋昭様から推薦を賜りまして、心よりお礼申し
上げます。
　私は内灘町に生まれ、大学を卒業後、１９８８年
にしん証券さかもとに入社致しました。本社勤務か
ら始まり高岡支店、富山営業部、金沢営業部と
転勤し、現在、金沢営業部長を務めています。私が
入社した当時はバブル景気の真最中であり、連日、
日経平均が最高値を更新していました。１日の売上
高が最高記録を更新するたびに、大入袋が支給さ
れ、良い会社に入社出来たと浮かれていましたが、
その後バブルが崩壊し、さらに２００８年にリーマン
ショックがおこり、大変厳しい経済環境の中での
営業活動が続きました。その中で、地場証券特有の
株式中心の営業スタイルから投資信託、外国債券、
外国株式、保険と取扱商品のラインナップを広げ
て、収益の多角化を図ってきました。そうした中で
２０１２年にアベノミクスがスタートして株式市場が
活況となり、業績も上向いてまいりました。起伏に

富んだ３０年間の営業活動の中で実感したことは、
販売しているものは金融商品であるが、本当は信頼
を販売しているのだということです。お客様との
信頼関係が、営業の原点だと痛感しました。
　現在、私は高岡市に住んでおり、久しぶりの金沢
勤務ということで、今年は金沢のイベントに出かけ
て、ふるさと金沢を楽しみたいと思っています。また
趣味は、Ｊリーグの試合をテレビで観戦したり、スタ
ジアムに応援に行くことです。地元チームの試合は
勿論ですが、年に数回は関東の方に出かけて、
Ｊ１のチームや日本代表の試合も観戦に行きます。試合
を楽しむこと自体はテレビでも出来ますが、スタジア
ムに行くと格別の楽しさがあります。大きなスタジア
ムは迫力満点で、異空間に迷い込んだような非日常
感があじわえ、毎試合ゴール裏に陣取ってチャント
( 応援歌 )を熱唱しているサポーターを見ていると、
心が高揚し仕事の発散が出来ます。
　この度、金沢北ロータリークラブに入会させてい
ただいて、皆様との親睦を深め、色々なことを学ん
でまいりたいと思います。何卒、ご指導ご鞭撻の
ほど、よろしくお願い致します。

私の名刺　
喜多　利行（きた　としゆき）
S40.9.22 生まれ
（株）しん証券さかもと　取締役金沢営業部長
職業分類：証券業

　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、株式会社中川忠の中川敏充と申します。
弊社は、職業分類で言うと鋼材卸を、昭和 23 年
9月に先代である父が創業し、昭和 40 年 1月に
法人成し現在に至っております。私も、学卒後斯業に
就き37 年を経過いたしましたが、平成 12 年 7月
先代の急逝により42 歳で社長に就任し、現在まで
ただがむしゃらに頑張ってまいりました。
　鋼材卸と申しましても、大きく２つの取扱いがござ
いまして、１つには建築用鋼材、２つ目は機械用
鋼材で、弊社は後者を主力に取り扱っております。
石川県の基幹産業である機械製造業を、微力なが
ら支える一翼を担っていると自負致しております。
弊社では現在、30〜40 歳代の社員が中心となって
おり、明るく元気「笑売繁盛」をモットーに、日々
斯業の向上に努力いたしておりますが、皆様方同様
に今後次世代の人材育成が急務となっております。
　私の紹介をさせて頂きます。私は、昭和３３年７月
５日生まれの６０歳です。還暦を迎える誕生日に、
金沢北ロータリークラブに入会させて頂くことも、何か

の御縁と感謝致しております。出身は現在も住いし
ております金沢市本町です。趣味は現在まで数多く
チャレンジしてまいりましたが、生涯の趣味と残った
ものが、１つに「マラソン」で、金沢マラソンには
３年連続で参加完走し、今年も４度目の参加が叶い、
日々のトレーニングを行っております。弊社が加入す
る「示野機器工業団地」に於いても、ここ２年社員
と一緒に金沢城リレーマラソンに参加しています。
もう１つの趣味がダイビングで、毎年お盆の休暇には
常夏の沖縄の海へ直行する事が恒例化となっており
ます。澄み渡る海では、日常とは全く別の世界が
広がり、日々を忘れ安らぎの心地よさを得ることが
出来ます。嗜好は、人並み程度に嗜むお酒と、旅先々
でご当地の名物を、美味しくいただくことです。
　終わりに、今後先輩会員の皆様より、多くの教え
を頂き、また職業人として地球の社会奉仕活動に
参加できる機会を得た事を、深く感謝申し上げますと
ともに、ロータリークラブの一員として一日も早く
認められます様頑張りますので、今後とも御指導
下さいますようお願い申し上げます。

私の名刺　
中川　敏充（なかがわ　としみつ）
S33.7.5 生まれ
（株）中川忠　代表取締役社長
職業分類：鋼材卸


