
第2119 回 例会
10 月 18 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
米山奨学生（白山 RC）
王　晶 氏

「中国人の余暇活動」
２．出　欠

出　席　29 名　　欠　席　18 名
出席率　65.91%　　ビジター　2 名　
米山カウンセラー　小川義昭君（白山 RC）

３．来訪者（敬称略）
金　沢ＲＣ　　冨木昭光
金沢西ＲＣ　　小林　洋

４．ニコニコボックス
内堀君、向峠君

本日の講師、王晶さんのお話、楽しみにしています。
　合計 4,000 円（累計 188,000 円）

第2120 回 例会 伝統工芸展鑑賞
11 月 1 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：00［松魚亭］

１．日本伝統工芸展鑑賞
２．出　欠

出　席　25 名　　欠　席　23 名
出席率　56.82%

３．幹事報告
・新会員、今村則昭君の紹介（大村会員）
・本日、会食後松魚亭より石川県立美術館までバスが出ます。
・１１月４日（日）、第４９回金沢市少年柔道大会です。

４．お誕生日祝い（敬称略）
　7 日　　　魚住　安彦、的場　晴次
18 日　　　中浦　洋昭

５．ご結婚記念日祝い ( 敬称略 )
　3 日　　　濱井　弘利
11 日　　　屶網　大介
23 日　　　辻　　利陽

６．ニコニコボックス
内堀君、向峠君

新会員として、今村さんをお迎えして。また、本日の伝統
工芸展鑑賞多数ご参加ください。

大村君　今村則昭君の入会を祝して。
的場君　「誕生日　冥土の旅の　一里塚　嬉しくもあり　嬉しくもなし」
　　　　冥土へ旅立つまでは、現役で頑張ります。
中浦君　お誕生日祝い、有難うございました。
山上君　当クラブ OB の父、啓介の会葬、弔電、花輪など、皆様の

ご厚情に感謝いたします。
　　合計 13,000 円（累計 201,000 円）

第2121 回 例会
11 月 8 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
侍家 BAR　村田彦二（前田慶次郎）　氏

「時代劇の中の侍」
２．出　欠

出　席　28 名　　欠　席　20 名
出席率　63.64%　　ビジター　1 名

３．来訪者（敬称略）
金沢西ＲＣ　　辻　卓

４．幹事報告
・地区大会において辻会員が、在籍３０年の表彰を受けられました。
・玉田会員が、旭日単光章を受賞されましたので、お祝い金贈呈。
  あわせて玉田会員より、２０万円寄付いただきました。

５．ニコニコボックス
内堀君、向峠君

本日の講師、村田彦二様のお話を楽しみにしています。また、
玉田会員の旭日単光章叙勲をお祝い申し上げます。

玉田君　私はこの度、旭日単光章を叙勲致しました。
　　合計 204,000 円（累計 405,000 円）

理事会報告  
11 月 8 日（木）／ 出席者　11 名

◆審議事項
　①シェきらり法人会員登録の件
　　年間１０万円　承認
　②地区財団補助金（シェきらり）の件
　　社会奉仕委員会より１０万円
　　不足分（39,240 円は予備費より支出）　承認
　③松竹「種まく旅人」への協賛金の件
　　１０万円　　承認
　④その他
◆報告事項
　①北海道担振東部地震の義捐金の件　　
　　2,734,200 円（地区内 64 クラブ）
　　北海道庁内「北海道災害義援金募集委員会」へ送金されました。
　② 45 周年記念例会決算報告
　③年忘れ会の件
　④東京小石川Ｒ C 友好訪問の件
◆その他

第2122 回 例会
11 月 15 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
金沢星稜大学人間科学部スポーツ学科
教授　奥田　鉄人　氏

「水泳日本代表チームの
　　　　　　メディカルサポート」

２．出　欠
出　席　28 名　　欠　席　20 名
出席率　63.64%　　ビジター　1 名

３．来訪者（敬称略）
百万石ＲＣ　　谷伊津子

４．ニコニコボックス
内堀君　本日の講師、奥田鉄人さんのお話、楽しみにしています。

　　合計 3,000 円（累計 408,000 円）

■ 講話予定
● 12 月   6 日（木）ハープ奏者　平尾祐紀子氏
● 12 月 13 日（木）映像クリエーター　モリ川ヒロトー氏
　　　　　　　　　  「東アジア文化交流使活動を含む、

金沢の魅力 PR 活動について」
● 12 月 20 日（木）年忘れ会
● 12 月 27 日（木）休会
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●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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　１１月４日（日）、石川県立武道館にお
いて、金沢北ロータリークラブが後援す
る第４９回金沢市少年柔道大会（金沢市
柔道協会主催）が開催されました。
　金沢北ロータリークラブからは、内堀
会長、向峠幹事を始め複数名の会員が参
加しました（玉田会員は、柔道協会の立
場で大会名誉会長としての参加）。玉田会
員や柔道経験者の喜多会員以外は、着慣
れない柔道着を身にまとい会場に足を運
びました。

　開会式において、内堀会長が柔道協会
に賞典費の目録を贈呈し、金沢北ロータ
リークラブは大会に出場する少年少女た
ちに応援をしている、将来のオリンピッ
ク選手が出ることを期待している旨の挨
拶をされました。
　例年、大人にとって裸足に柔道着では
肌寒い時期に開催される同大会ですが、
試合が始まると、試合に出場する少年少
女たちの激しい動き、保護者・指導者の

かけ声で会場は緊張感と熱気に包まれま
した。
　同大会は、野澤貴哉（小学６年生男子）
選手、辻ななる（中学女子）選手といっ
た全国トップレベルの選手が出場し、そ
の気迫に圧倒されます。野澤選手の試合

で、相手の選手
が何度も体制を
崩して倒れ野澤
選手が有利な体
制になっても、
あえて寝技にも
ちこまず、立ち
技で相手を倒す
試合運びが印象
に残りました。

一方で、幼児の部があり、微笑ましい気
持ちにもなります。同大会を後援するこ
とで、幅広い年齢層の少年少女の育成に
関与できることを実感しました。
　お忙しい中、大会に参加いただいた会
員の皆様、広告にご協力いただいた会員
の皆様、誠にありがとうございます。来年、
同大会は５０周年という節目の大会にな
ります。今年出場した少年少女たちが更
に成長した姿を第５０回大会で見ること
が楽しみです。

第４９回金沢市少年柔道大会
青少年奉仕委員長　屶網　大介

　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、株式会社米沢産業の
今村則昭と申します。入会に際し、ご推薦
を賜りました大村精二様、本田正敏様には、
心から御礼申し上げます。
　私の勤めております株式会社米沢産業
はプロパンガス、石油、住宅機器、天然水、
電気の販売をしている会社であります。
私は金沢に生まれ、二十歳のときに米沢
産業に入社して以来営業一筋で勤め、若
輩者ではありますが、昨年社長に就任い
たしました。
　弊社の話になりますが、私が入社したこ
ろは家庭の台所コンロはプロパンガス、お
風呂はプロパンガスか灯油が当たり前でし
たが、ここ十年前からオール電化が流行り
だし、苦戦しているのが現状であります。
そこで弊社としましても、2016年 4月より
電力の自由化がスタートしたことで心機一
転新事業として、電気販売を本年より取り組
む事に致しました。まさかガス会社が電気
を売ることになるとは夢にも思わず、始め
は戸惑いばかりではありましたが、現在

徐々にお客様が増えてきている状況であり
ます。将来、弊社の主力商材になればと思っ
ている次第であります。
　私個人の話になりますが、趣味は模型作
り、特に鉄道模型が好きで、ジオラマの作
成が楽しみであります。しかし、現在は住
まいのリフォーム工事により、置く場所が
無く、泣く泣く中止しております。また、
数年前に病気を患い、主治医から少し日ごろ
から歩くようにと指導を受け、ウォーキン
グをしております。始めは嫌々しておりま
したが、現在は愛犬とともに週末に数時間
程度、楽しくウォーキングをしております。
ちなみに我が家には、愛犬 2 匹と愛猫 4 匹
のペットがおります。また昨年に孫が二人
誕生し、週末には孫もりをすることが楽し
みでなりません。
　最後に、一日も早く金沢北ロータリーク
ラブの一員として認められますよう頑張
り、先輩の皆様方と親睦を深め、色々と御
指導を賜り自分自身を磨いていきたいと
思っておりますので、何卒宜しくお願い申
し上げます。

私の名刺　
今村　則昭（いまむら　のりあき）
S41.1.15 生まれ
（株）米沢産業　代表取締役社長
職業分類：燃料販売


