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退任ご挨拶
会 長

大 原 浩 幸

雨に映える紫陽花の花も美しく、
爽やかな季節となりました。
クラブ目標、
「楽しくクラブ運営、
繋ごう奉仕活動」～半世紀に向け
ての意識 Without limit～を掲げ、
若い目線と行動力を十二分に発揮
し、楽しんで事業出来る運営を心掛けし活動して来まし
たー年間も終わりを迎えようとしています。
振り返ってみますと、
「金沢駅周辺の清掃活動」は、社
会奉仕と青少年の共同事業であり、浅野川小学校の子ど
も達の協力の下、大成功に終わる事ができました。早朝
例会も新鮮な雰囲気で開会する事が出来ました。今年度、
開始前より幾度も集まり、打合せを重ねて地区の助成金
を確保できた事は、早めの計画と関係者の方々のお陰で
あり、素晴らしい事業であったと自負しています。
会員増強に関しては、10名純増を目指し、年度初より
会員増強の皆様と、力をあわせて、新会員の入会をお願
いしておりましたが、8名入会、4名退会の結果となりまし
た。時期的な問題や他クラブとの絡みなどがあり、2～3
名の方は次年度以降の入会となりました。
その他、RIの規定審議会の決議事項で、クラブ定款の
変更とクラブ細則の変更の要求がありました。変更要求
事項の内容を把握するだけで相当の時間を費やすなか、
金沢８RCの動向が決まらず、期限だけが進んでいました
が、最終的には、一部の表記の変更で落ち着きました。
また、本年度は8年毎に廻ってくる「８RC新年合同例
会」のホストクラブでしたので、通常の事業に加えて、活
動が増え関係者には大変お世話になりました。約500人
の前での挨拶で、緊張したことを今でもはっきり覚えて居
りますが、良い経験が出来た事を感謝しております。
最後になりますが、例会挨拶では取り留めの無い内容
でしたが、いかに皆さんに新しい情報を提供できるか！を
鑑み、挨拶をしてきました。

「立場が人を創る」私の大好きな名言です。会長として
様々な場面で、自分なりに勉強し励んできました。サポー
ト役の園田幹事を初めとして、会員皆様方のご友情・ご
支援のお陰で、金沢南ロータリークラブの会長という大
任を無事果たせる事が出来た事を、皆様に心より感謝申
し上げます。
一年間有難うございました。

幹 事

園 田 貴 之

会員皆様のご理解とご協力をい
ただき、幹事の大役を無事1年間務
めさせて頂き、本日を迎えました事
を心より御礼申し上げます。
7月のクラブ協議会から始まり、
毎回緊張の連続だったことをつい
昨日のように覚えております。
今年は従来の奉仕活動のほか、金沢８RC新年合同例
会の企画運営や京都東山ロータリークラブを金沢にお迎
えしての懇親会、ゴルフコンペを開催することができまし
た。これもひとえに会員皆様方のご支援、ご協力により無
事終えることが出来たものと思っております。
大原会長の好きな言葉に「立場が人を創る」をあげて
おられますが、私はこの1年間、幹事という立場で成長し
たかは私自身判断できませんが、会員の皆様方に少しで
も成長したと思って頂けたら幸いです。また大原会長に
は、つたない幹事を1年間根気よくご指導頂き感謝してお
ります。
最後に、私ごときを幹事として盛り立てて頂き、こころ
温まるご協力とご指導を賜りましたことを重ねて感謝と御
礼を申し上げて退任のご挨拶とさせていただきます。
1年間ありがとうございました。

金沢東（月）／ＡＮＡホリデイ・イン金沢スカイ 金沢香林坊（月）／金沢東急ホテル 金沢みなと
（火）／ANAクラウンプラザホテル金沢
金沢
（水）／金沢ニューグランドホテル
金沢北
（木）／松魚亭
金沢百万石（木）／ホテル日航金沢
金沢西（金）／金沢都ホテル
※但し、金沢香林坊RCは18時30分点鐘、金沢百万石RCは19時点鐘です。

第 2327 回 平成 29 年 6 月 6 日（火） 晴
●ソング
●出 席

君が代・奉仕の理想
39名 欠席/16名（他出席免除4名）
前回修正出席率 90.57％

●幹事報告
・例会変更 金沢みなとＲＣ 6月13日（火）休会
●ニコニコボックス
大原会員──────────────────────
新会員五十嵐康浩君、竹内純君、入会おめでとうござ
います。今後の活躍に期待しています。
・誕生日、結婚記念日自祝。
園田会員──────────────────────
五十嵐康浩さん、竹内純さん、ロータリー入会おめで
とうございます。一緒にがんばりましょう。
中田会員──────────────────────
85才になりました。未だ三途の川を渡り損ねて手前
でマンゴーマンゴーしています。プレゼントに頂戴しまし
たマンゴー、ありがとう、おいしかったです。
岩井会員──────────────────────
誕生日のお祝い品有難うございました。
山田会員──────────────────────
入会月自祝。

第 2328 回 平成 29 年 6 月 13 日（火） 曇り
●ソング
●出 席
●ビジター

我等の生業
41名 欠席/15名（他出席免除4名）
前回修正出席率 87.03％
富山RC
西田隆文会員
金沢RC
中村太郎会員（ゲスト）
金沢東RC 松木浩一会員

●幹事報告
・来週6月20日は夜間例会です。
点鐘18：30 ホテル日航金沢
・6月27日は休会です。
●ニコニコボックス
中村太郎様─────────────────────
卓話謝礼をニコボックスへ。
大原会員──────────────────────
中村酒造㈱中村太郎社長、本日の卓話、宜しくお願
い致します。
・新会員宮本治郎君、入会おめでとうございます。今後
の活躍に期待いたします。
園田会員──────────────────────
宮本治郎さん、金沢南ロータリークラブ入会おめでと
うございます。いっしょに、ロータリーを楽しみましょう。
鍔会員───────────────────────
年間賞を有難うございました。
岩井会員──────────────────────
宮本治郎様、ご入会おめでとうございます。歓迎いた
します。
東会員───────────────────────
入会月です。自祝。

12:30 〜 13:30
北会員───────────────────────
年間賞ありがとうございます。
酒田会員──────────────────────
入会月自祝。
木村
（正）
会員────────────────────
結婚記念日自祝。
須田会員──────────────────────
入会月自祝。
木村
（賢）会員────────────────────
春の北信越高校野球大会が新潟で行われています。
昨日、準決勝2試合が行われ、1試合目に星稜高校が勝
ちました。2試合目、金沢高校対小諸商業戦、金沢高校
の応援で星稜の選手達が声をからし応援していました。
昔からのライバル関係の両校、心温まる行動に感動しま
した。金沢高校も勝ち、本日、星稜・金沢の両校による
決勝戦が行われています。スポーツマンシップ、高校生
らしい友情にニコニコしました。
本年度累計額

1,201,500円

12:30 〜 13:30
浜上会員──────────────────────
15年皆出席自祝。
押野谷会員─────────────────────
結婚記念自祝。
坂東会員─────────────────────
年間賞自祝。
谷﨑会員──────────────────────
中村酒造株式会社代表取締役社長中村太郎様、本日
の卓話宜しくお願い申し上げます。
宮本会員──────────────────────
銀婚式、入会したおかげで気がつきました。
本年度累計額

1,235,500円

●卓 話
「石川の日本酒について」
中村酒造株式会社
代表取締役社長

中村太郎氏

入会ご挨拶
三谷セキサン株式会社
金沢営業所所長 五十嵐康浩

株式会社寺崎測量設計
代表取締役 竹内 純

この度、金沢南ロータリークラブへ

この度、金沢南ロータリークラブへ

の入会をご承認頂きました三谷セキサ

の入会の承認をいただきました、竹内

ン㈱の五十嵐康浩と申します。

純と申します。

弊社は、基礎コンクリートパイルの製造販売及び、基

歴史あるクラブへ入会できましたことをご紹介いただ

礎工事業を主軸としており、お客様に強固な土台と安心

きました中島様をはじめ会員の皆様に心より御礼申し上

を提供すべく日々研究開発、業務改善に取り組んでおり

げます。
私は株式会社寺崎測量設計の代表を務めており、測

ます。
入会させて頂くにあたり簡単に自己紹介をさせていた

量及び設計業務を行っております。弊社は主に個人の方
が住宅を建設する際や土地を売却される際に測量・設

だきます。
昭和50年現在の福井県坂井市に生まれ、平成9年三
谷セキサン㈱に入社しました。入社以来、東京支店・名

計のお手伝いをさせて頂いております。
私は以前より、ロータリークラブに興味がありましたが、

古屋支店・福井営業所を経て本年4月に金沢に赴任いた

縁遠いものと思っておりました。今般、こうして入会でき

しました。父親も会社員時代に金沢に赴任していた時期

ることとなり、不安ばかりが心の中で先行しております。

が有り、幼い頃には何度も訪れましたが、今回赴任して改

これからは奉仕活動を通じ、
「職業の奉仕の理念とは
何か」と常に自分に問いかけ、社会人として大きく成長し

めて金沢という街の魅力を実感しております。
この素晴らしい街で、栄えある金沢南ロータリークラ

たいと思っております。そして諸先輩方のお話を聞く機会

ブに入会させて頂き、企業経営者の皆様方と共に様々な

を多く持ち、立派なロータリアンになれるよう日々努力し

奉仕活動や交流をさせて頂けることは、身に余る光栄で

ていきたいと思います。若輩ものでございますが、ご指導

あり、自分自身もロータリークラブの一員として成長して

のほどよろしくお願い申し上げます。

いけるよう懸命に精進してまいりたいと思います。
最後に、私は今年で42歳になりますが、まだまだ非才
浅学の若輩者でございます。先輩の皆様方におかれまし
ては、何卒、ご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い
申し上げます。

丸文通商株式会社
代表取締役社長

６月定例理事会議事録
平成29年6月13日（火） 例会終了後
●日 時
ホテル日航金沢 5階 オーキッドルーム
●場 所
●報告事項
１．女性会員の入会賛否についてアンケート結果報告

宮本治郎

この度、入会させていただくことにな

女性会員に関するアンケート 結果

りました丸文通商株式会社で代表を務
めております宮本でございます。
この金沢南ロータリークラブには弊社と致しまして

賛成

３５

反対

３

回答なし

１９

前々社長である高本昭二氏や前社長の酒田長昭氏に続
いて三代目社長としてお世話になることになります。
社長就任5年目となりますが、自分の要領が悪いせい
かスケジュールに追われる毎日で出張も多く、毎週出席
しなければならない会合にはとても参加できないとお断
りを続けていたのですが前社長の酒田氏より『奉仕の理
想』の哲学について学ばなければならないと熱心に勧め
られて入会させていただくことになりました。先日ロータ
リーに関する説明会を開催していただきましたがまだま
だ理解しているとは思えませんので、一日も早くロータリ
アンと認められるよう皆様方の暖かいご指導の程、何卒
宜しくお願い申し上げます。

〈 反対理由 〉
・女性会員の入会を認めざるを得なくなった経緯を知
るものとしては、わだかまりがある。
・入会を受け入れたとして、クラブ行事に夫婦同伴出
席を要望された場合に夫は了承するだろうか？私の場
合を考えた時には、妻の所属する組織に出席を求めら
れても絶対に出席しません。
・50 年来女性会員の入会を認証しない伝統こそが、金
沢南ロータリークラブの心髄と思う。

