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新年会長挨拶
新年明けましておめでとうございます。今回の新春３ R C 合
新年明けましておめでとうございます。今回の新春３
同例会は ２００２年にスタートし、
２年にスタートし 今年が
今年が１０回目となります。
同例会は、
今年が１０回目となります。
開宴にあたり舞妓さん、芸妓さんの祝舞をご覧頂き、茶屋文化
を堪能されたのではないでしょうか。今年も小松地区の３ R C
を堪能されたのではないでしょうか。今年も小松地区の３
が更に絆を深め広げて地域への奉仕活動に努めていきたく存じ
ます。ここで一句「初春に絆広げる奉仕の輪」
今年は辛卯の年です。この年は地中で蓄えられたエネルギー
が地上に出て、枯れた草木も芽をふき、うさぎのように跳ねる
年です。今年一年皆様方にとって素晴らしい年となることをご
祈念申し上げます。
小松RC会長 堀 伸市

事務局
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2709回 2011年1月8日 新春3RC記念合同例会

於：小松グランドホテル

★ 第10回 新春3RC記念合同例会
１．開会点鐘

司会：谷内

小松RC会長・・・堀

弘

伸市

２．君が代 ロータリーソング「奉仕の理想」
３．RIのテーマ
４．会長挨拶

小松RC会長、小松東RC、小松シテイRC会長

５．幹事報告
６．出席報告
７．ニコニコBOX
８．閉会点鐘

小松RC会長・・・堀

★ 懇親会プログラム

伸市

司会：親睦委員長

数左從光

１．開 宴
２．祝 舞 「梅にも春」「めぐる日」

京都先斗町

舞妓

朋ゆき、市乃

芸妓 市さよ、久乃、久富美

３．開宴挨拶

小松RC会長 ・・・・・・堀

伸市

４．来賓紹介

小松RC副会長 ・・・・・宮城

敏子

５．来賓祝辞

小松市長・・・・・・・・和田

慎司

来賓祝辞

小松商工会議所会頭・・・和田

衛

小松RC会長 ・・・・・・加藤

憲夫

６．乾 杯
７． 舞

「祇園小唄」「鴨川小唄」

京都先斗町 芸妓、舞妓

８．ニコニコBOX報告

小松RC親睦委員会

９．中締め

能美RC会長 ・・・・・・高木

雅宜

１０．閉会挨拶

小松RC会長 エレクト ・・野尻

順滋

１１．手に手をつないで

例会報告

★ 1月8日（土）〈新春３RC記念合同例会〉 於：小松グランドホテル
・会員数 64名

・出席数 53名

・欠席数 11名

・出席率 82.81％

ニコニコ BOX
ニコニ

小松商工会議所会頭 小松東RC 和田 衛様

堀

小松東RC会長

本日は新春３ R C合同懇親会にお招き頂いて
本当に有難うございました。会員皆様の今年１
年のご健勝、ご活躍をお祈り申し上げます。

新年明けましておめでとうございます。昨
年の創立５５周年記念例会の際は大変お世話
になり有難うございました。本年も皆様方の
ご支援、ご協力宜しくお願い致します。

牛村章雄様

新年明けましておめでとうございます。
３RC
の会員の皆様、本年も宜しくお願いします。

小松東RC幹事

小山英一様

第１０回３ R C記念合同懇親会、大変有意義
なひとときを過ごしました。今年１年も皆さん
で奉仕の輪をひろげ、絆を深めていきましょう。

小松シテイRC会長

大杉忠夫様

明けましておめでとうございます。地域のロ
ータリークラブ、奉仕団体が力を合わせて活動
して行けたら良いと思います。本年も宜しくお
願い致します。

小松シテイRC幹事

村上正之様

明けましておめでとうございます。良い年に
なるようガンバリましょう。

小松東RC

伸市

岡本広志様

新年おめでとうございます。小松 R C の皆様、
楽しい会を有難うございます。本年も宜しくお
願い致します。

小松東RC

宮城

敏子

今日は、華やかな席にしていただいて有難
うございます。グランドホテルさんのご協力
にも感謝致します。どうぞ本年もよろしく。

中田武太様

堀小松 R C 会長の紋付袴姿にほれぼれしまし
た。

能美RC会長
能美RC幹事

高木雅宜様
宮崎豊基様

明けましておめでとうございます。本年も宜
しくお願い致します。本日はお招き頂き有難う
ございます。

中西

忠彦

本日は小松３ロータリークラブ合同新年懇
親会に多数の来賓の方々とロータリアンの方
々にお集まり頂きまして誠に有難うございま
す。つたない幹事ではありますが、あと半年
ガンバリマスので皆様宜しくお願い致します。

西

正次

新年明けましておめでとうございます。堀
年度、あと半年間順調な航海を祈っておりま
す。

2710回 2011年1月13日 例 会
■ 会長挨拶・報告

於：小松グランドホテル

堀 伸市

昨年の１２月から今年にかけ、県内で落雷による火災が１２件発生しました。この
冬、雷の発生件数、落雷による火災件数が平年の二倍以上となっています。
昨年一年の小松 R C を漢字一字に表してみますと、節目である創立５５周年記念事
業が会員の皆様方のご協力で無事終了し、会員同士の絆が更に深まり広まったように
感じました。
「絆」ではないかと思っています。私の年度も上半期が終わり、
あと６ヶ月弱となりました。

卓話

「農商工の連携について」

（株）
オハラ 代表取締役

小 原

繁 様

弊社は夏場のゼリー・プリンの製造と冬場のこんにゃく製造の二本立てで
経営しております。ゼリーに関しては有名パティシエのＯＥＭを約３００種
類作っており、こんにゃくの方は中国から全国１５０００店舗にコンビニの
おでん用しらたきを納品しております。
今の農商工連携に取り組むきっかけになったのが、大阪の阪急百貨店内の
五感という有名洋菓子店のスィートポテトを製造した時です。ご存じのよう
に五郎島金時はブランドの芋として取引されていますが、その裏では規格が
厳しく規格外品もたくさんでていました。その規格外品を弊社で焼き芋にし
てペースト化したものからスィートポテトを作り、五感のお店で販売したと
ころ、長蛇の列ができました。この状況を目の当たりにして、新しい使命と
いうか仕事の意義に気づきました。生産者・加工業者・販売者・お客様の４
者が共に喜ぶということで、“４ッの笑顔プロジェクト”と命名し、それ以
来県内の美味しい食材を加工して商品化する取り組みが始まりました。平成
１５年のことです。
現在は市場が地場産品を求めているということで、商談としてはやりやす
い環境にあります。コンビニさんやスーパーさんとの共同開発も当たり前に
なってきています。すなわち商品化すれば、売り先に困らない状況になって
きています。地場にまだまだ美味しい食材が眠っています。農産物だけでな
く、水産物も未利用の規格外品がたくさんあります。
弊社は、農水産物の可能性を追究することを経営理念として定めているの
で、その理念の実現に向けて努力を重ね、世の中に役に立つ企業になるよう
精進してまいります。今後ともご指導の方、宜しくお願い申し上げます。

例会報告

★ 1月13日（木）〈例会〉 於：小松グランドホテル

ニコニコ BOX
ニコニ
堀

伸市

小原繁様、本日は貴重な卓話頂き有難うござい
ました。去る８日の第１０回新春３R C 記念例
会において、特に会場委員会、親睦委員会の皆
さんには大変お世話になり有難うございました。
私の年度、あと半分となりましたが、今後共宜
しくお願い致します。

中西

〔紹介者〕塚本幹雄会員

忠彦

小原様、本日はお忙しい中卓話有難うござい
ました。先週のロータリークラブ新年会では、
会場の皆さん、親睦の皆さん本当にお世話にな
りました。宮城副会長のお陰で小松ロータリー
のホストならではの舞妓さん、芸妓さんと共に
楽しみながらの新年会となり、合わせて御礼申
し上げます。

・会員数 64名

宮城

・出席数 50名

・欠席数 14名

敏子

小原様本日は、食生活、身近なお話とても感
心を持って聞かせて頂きました。有難うござい
ました。益々のご繁栄を祈ります。

野尻

順滋

小原様、お久しぶりにお会いでき嬉しく思っ
ています。今後益々ご活躍されますようお祈り
申し上げます。今日理事会で次年度役員、理事
に承認されました。次年度は宜しくお願い致し
ます。歴代幹事のタテを頂きました。ありがと
うございました。

角谷

俊隆

小松クラブの創立５５周年に際し、身に余る
表彰を頂きました。無事に会長職を務められた
のも幹事をはじめ、会員皆様のお陰と深く感謝
致しております。有難うございました。

塚本

・出席率 78.13％

幹雄

小原さん、本日は大変お忙しい中、また遠
く金沢より小松 R C に来ていただき、貴重な
卓話を有難うございました。今後益々のご活
躍をお祈り致します。１２月には５５周年事
業が皆様のご協力により無事に終了しました。
心より感謝致します。また、表彰のタテを頂
き有難うございました。

中田

一於

小原様、貴重な卓話を頂き有難うございま
した。会長経験者の盾を頂き有難うございま
した。

2711回 2011年1月20日 例 会
■ 会長挨拶・報告

於：小松グランドホテル

堀 伸市

先日、能登有料道路の千里浜付近で、小雪がちらついているにもかかわらず、鉛色の厚い雲の隙間か
ら太陽の光がもれだし、カーテンのように帯状に海面を優しく照らしていました。この現象は「天使の
はしご」と呼ばれ、別名「エンジェルラダー」とも言います。特に冬の時期、早朝や夕方に見られる美
しい自然現象です。
今年に入り、全国の児童施設に伊達直人と名乗る人物から善意の贈り物が届いています。暗いニュー
スが多い中、本当に善意の温かさを感じます。この善意の連鎖が一時的なブームに終ることなく、日常
的な寄附として継続的に続くことを願いたいものです。

卓話

「石川県における子ども・子育て支援について」

藤 原

励 様

石川県健康福祉部次長

［紹介者］

岡田 靖弘会員

★臨時総会
２０１３〜２０１４

ガバナーノミニー承認の件

湯浅外志男会員

例会報告

★ 1月 20日（木）〈例会〉 於：小松グランドホテル
・会員数 64名 ・出席数 46名 ・欠席数 18名

・出席率 71.88％

★ メークアップ届
・12／2

職業奉仕インフルエンザ予防接種 堀、数左、中田、中西、西、野尻、斉藤、澤矢、新谷、生水、
杉本、德田、山田、八十山、吉田弘、湯浅外志男

・12／9
12月定例理事会
堀、野尻、宮城、中西、杉本、生水、角谷、西、出口、本村、数左
・12／9
55周年実行委員会 堀、塚本、吉田弘、嶋田、杉本、中西、中田、西、生水、出口、本村、数左
・12／14 第６回ミニフォーラム 宮城、山本、西沢、安藤、原後、蓮井正樹、川腰、小林幹雄、小林朋子、
丸山、岡田、新滝、山田、生水、上出

ニコニコ BOX
ニコニ
堀

宮城

敏子

藤原様、今日は良いお話有難うございました。
益々のご活躍を祈ります。

伸市

藤原様、本日はお忙しいところ貴重な卓話を
頂き有難うございました。特に子育てで支援、
少子化の現状等について感心をもって聞かせて
頂きました。

中西

岡田

靖弘

藤原次長様、お忙しい中貴重な卓話有難う
ございました。今後とも益々のご活躍をお祈
り申し上げます。

忠彦

藤原様、本日は卓話有難うございます。私の
長女も県庁の庁舎内で働かせて頂いております
ので、ビシビシ鍛えてやってください。

澤矢

豊伸

藤原さんお久しぶりです。健康福祉分野の
重要性は、ますます増してくると思いますの
で、お身体に気をつけて頑張ってください。

2712回 2011年1月27日 例 会
■ 会長挨拶・報告

於：小松グランドホテル

堀 伸市

雪の科学者であり、文学者でもある仲谷宇吉郎の「雪は天から送られた手紙である」
という名言がありますが、この冬、毎日のように空からしんしんと冷たく長い手紙が
送られてきています。
俳人に正岡子規と高浜虚子がいます。二人とも松山市の出身で、虚子が子規の弟子
で、作風については、子規は現実をありのままにとらえた写生的な作品を残しています。一方、虚子は
季節を表現する季語を非常に重んじた作品を残しています。

★委員長報告

卓話

R財団・PHF② ピン贈呈：中西忠彦会員

「生命保険の真実」

プルデンシャル生命保険㈱
金沢支社

冨山 清志 様

中
橋
勝
美
会
員

◆
紹
介
者

物事には「事実」と「真実」があり、それらは大きく異なることがあります。
生命保険も同じで、「事実」と「真実」の両方の側面を知る事が大切です。
皆さんはどのようにして生命保険に加入されるのでしょうか？ 生命保険の
ことは良くわからないから、例えば知人で保険業をやっている方に「お任せ」
になっていませんか？ そして勧められるまま「おすすめプラン」に加入して
いませんか。
このように、良く内容を理解されないまま加入してしまう事が多いように感
じます。
「内容を理解されていない」というのは決して、「入院したら幾ら出る
か」とか「入院何日目から出るか」といった商品的な「事実」の話ではありま
せん。
「そもそも何の為に加入するのか」「万一の場合に家族の生活を守るには
幾ら必要なのか」といった保険の本質から考えて加入するべきではないでしょ
うか。
つまり、こうした保険の本質の話を抜きにして「おすすめプラン」を提示す
ることは、強いて例えるなら医者が診察をせずに「おすすめの風邪薬はこれで
す！」と処方するようなものです。患者さんはその風邪薬の効能（事実）を正
しく知ったところで意味は有りません。大切なのは「そもそも何の病気なのか」
「どんな薬が必要なのか」を正しく診断してもらうことです。その結果、飲む
べき薬は何なのかという「真実」が見えてくるのだと思います。ですから一度、
生命保険加入の本質から考え直してみてはいかがでしょうか。
また生命保険は、その保障を継続していく為の特有の仕組みがあります。
「死
亡したら５０００万円支払われる」という「事実」だけでなく、
「いつまで保障
が続くのか」
「保険料の推移はどうなのか」、もっと言うと「そもそも幾ら必要
なのかを診断したのか」といった「真実」の部分にも目を向けて生命保険を選
んで欲しいと思います。

例会報告

★ 1月 27日（木）〈例会〉 於：小松グランドホテル
・会員数 64名 ・出席数 49名 ・欠席数 15名

・出席率 75.00％

★ メークアップ届

ニコニコ BOX
ニコニ
仲谷

純三

湯浅外志男さんをガバナーノミニーご指名頂
き、関係者各々心から感謝しています。堀会長
の熱意にも心から感謝しています。有難うござ
いました。

堀

伸市

冨山様、本日は貴重な卓話を頂き有難うござ
いました。先日は、臨時総会において、２０１３
〜２０１４年度ガバナーノミニー推薦の件につい
て、湯浅外志男さんをご承認頂き有難うござい
ました。仲谷様、ご訪問頂き有難うございまし
た。今後お体をご自愛され、ご活躍されますこ
とを心よりご祈念申し上げます。

・12／22 村田兆治少年野球教室 堀、中西、安藤、福島、橋浦、本田、小林朋子、松山、斉藤、嶋田、新滝、生水、杉木、山田、湯浅外志男
・ 1／13 １月定例理事会
堀、野尻、宮城、中西、杉木、生水、角谷、出口、本村、本田、塚本
・ 1／11 第7回ミニフォーラム 宮城、山本、出口、安藤、原後、上出、小林幹雄、岡田、生水、上杉、山田

宮城

敏子

体調不良のため勝手ですが早退します。

中西

忠彦

冨山様、本日は卓話有難うございます。また、
マルチプルポールハリスフェローのピンバッジ
頂きました。仲谷パストガバナー本日は小松ク
ラブへようこそお越し頂きました。

中橋

勝美

冨山様、本日はお忙しい中、ゲスト卓話有難
うございました。大変良い学習をさせて頂いて
います。

湯浅外志男
先日は臨時総会に於いて、私如き者をガバ
ナーノミニーに推薦して頂き、身に余る思い
でいっぱいです。感謝申し上げます。重責に
緊張しています。皆様のご支援宜しくお願い
致します。仲谷パストガバナー様、本日はご
苦労様です。今後ともご指導宜しくお願い致
します。冨山清志様、生命保険のお話、良く
解りました。有難うございました。今後のご
活躍をお祈り申し上げます。

★会員紹介
官公庁の用地買収、資産売却はもとより、民間でも担保評価、債務整理、税
対策などでご活用頂いておりますので、何かございましたら、お気軽に声をお
掛け下さい。
事 業 所 有限会社 澤矢不動産鑑定事務所 代表取締役 不動産鑑定士
入
会 平成２０年７月３日
職業分類 不動産鑑定
所 在 地 小松市小馬出町６番地 辻ビル２階
電
話 ０７６１−２１−１１２２
F A X ０７６１−４１−５１６１
E ー meil sawaya@able.ocn.ne.jp

澤矢 豊伸
SAWAYA TOYONOBU

小松駅近くの法律事務所です。お気軽にご相談下さい。相続、債務整理、離婚、
損害賠償、賃金請求、交通事故、犯罪被害、企業法務、法律顧問契約、企業会計決
算等、その他のご相談についてもお問い合わせ下さい。
（北陸税理士会、金沢弁護士会所属）

出口

事 業 所 弁護士法人 出口法律事務所 代表社員 弁護士
入
会 平成１７年６月２日
職業分類 弁護士
所 在 地 小松市土居原町５２２番地 フォーサイト駅西１F
電
話 ０７６１−２４−３６３３
F A X ０７６１−２４−３６４４
ホームページ http://deguchilawoffice.tkcnf.com

勲

DEGUCHI ISAO

★1月誕生祝い

1 月誕生祝
2日 那谷 忠雄

会員

2日 安井健次郎
5日 数左 從光
15日 安藤 昌男

会員
会員
会員

20日 本村 公志
26日 松多 伸悟
26日 西沢 耕一

会員
会員
会員

ニコニコBOX の 年間達成目標
2,000,000 円 !
ニコニコBOX1月末 の 累計金額
1,307,800 円 !

