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2762回 2012年3月1日 例 会
会長挨拶・報告

於：小松グランドホテル

野尻 順滋

先日２月２６日（日）に社会奉仕委員会の町家活用プロジェクト第２弾として、龍助町の松雲堂にてカルタ大会を開催しました。当
日はロータリアン９名とそのご家族、あるいは地域の方を合わせ約４０名の参加を頂きました。子供たちは楽しそうにゲームに熱中し、
私も相手が子供だということも忘れてゲームに熱中し楽しみました。またカルタ大会が終わり子どもたちは町家２階にも上がり、普段
見慣れない日本建築町家に興味津々の様子。こうしてカルタ、町家という日本の文化の一端に触れてもらった半日でした。
それから既に皆さんにご案内がいっているかと思いますが、３月２４日（土）に宝友会でミュージカル「キャバレー」を見に行くこと
になっています。当日は「キャバレー」を鑑賞したあと、県立美術館で美術鑑賞し併せて辻口パティシエのケーキを楽しんでいただく
予定です。そして夜には宝生寿司にて夕食をとってもらい懇親を深めてもらう予定です。多くの奥様方のご参加をお願いします。

★委員長報告
Ｒ財団・マルチプルＰＨＦ④
ピン贈呈

上出 衛二

卓話

Ｒ財団・ＰＨＦ認証状
ピン贈呈

斉藤

会員

浩

会員

「故郷で生き、
勝負し続ける」

〔紹介者〕新谷

紀栄

会員

能登、石川という田舎が嫌で嫌でしょうがなかった。高校の卒業式が終わって直
（株）ハイテリベイマ 代表取締役
ぐに進学が決まっていた大阪へ向かった。以来、故郷へ寄りつくこともなく、大学
物販販売サイト「輪食」 代表
安 原 信 治 様 を卒業後はそのまま大阪で就職。転勤族だったため全国主要都市を転々とする。
しかし転機が訪れます。２００７年３月２５日に発生した能登半島地震。実家も
被害に遭いました。家の片づけ等々の為一時帰省。ここで急に故郷に対する危機感
が生まれます。人口、入込数、宿泊者数、産業生産額等々数字は右肩下がり。この
ままではこの町がなくなってしまう。「自分の手で出来ることはないか？」と考え
始める。その瞬間会社へ「辞めます」と電話。Ｕターンし地元暮らしが始まります。
それから５年の間で始まった事業は、能登、輪島に収益を得つつＰＲする通販サ
イト 輪食（washoku）の開設。輪島市門前町に地元で出来た野菜、お米、魚を使っ
たイタリアンLand Mark Cafe を出店。他３つの事業があります。地元を愛し尊重す
るがために取り組み続けることは様々。観光誘致、里山里海、自然を活用した体験
系、なくなったものを復活させる云々等々、能登には沢山の専門家が入り様々な無駄な活動が増えてきています
が、雇用をしっかり生み、そしてお金を回すという社長業として当たり前且つ、真の地域貢献をこれからもこの
田舎で実践し続けてまいります。

例会報告

★ 3月 1日（木）〈例会〉 於：小松グランドホテル
・会員数 62名 ・出席数 49名 ・欠席数 13名

・出席率 79.03％

★ メークアップ届
・ 2／26
・ 2／26

ニコニコ BOX
ニコニ
野尻

順滋

新谷

安原様、今日は遠路お越しいただき有難うご
ざいました。能登半島沖地震を転機にふるさと
を輪島に帰られたとのこと。これからもふるさ
とを愛し尊重し、地元のご発展にご尽力下さい。

一於

誕生祝いを頂き有難うございました。

紀栄

安原様、本日遠く輪島より卓話に来て戴き有
難うございました。若手経営者として今後益々
発展されますようお祈り致します。

中橋
中田

蓮井

正亮

先日の松雲堂でのかるた大会は愉快でした。
建物は新築されていたし、子供達は喜ぶし、小
生もしばらくの間、若返りました。

勝美

貴重な体験話をいただき有難うございました。
これからも益々ご活躍下さい。

2763回 2012年3月8日 例 会
会長挨拶・報告

こまつ町家再生プロジェクト「かるたの会」 野尻、本村、上出、松山、蓮井正亮、宮城、嶋田、古西、後藤
２０１２〜１３年度ガバナー補佐・チームリーダー研修会 湯浅外志男、堀

於：小松グランドホテル

野尻 順滋

以前新聞に、
（株）コマツが一般の方々の工場見学の受け入れを始めた、という記事が掲載されていました。そして昨日の新聞に
は、そのお土産に地元名産品の菓子や工芸品をプレゼントし全国からあるいは世界から来られる人たちに地元をＰＲする、という
記事が載っていました。変わった土産品に小松市ならではの自衛隊小松基地オリジナル掛け時計もあるそうで、コマツ発祥の地、
小松市を愛する「企業市民」の気持ちの表れと大変嬉しく思いました。この工場見学にこの度カナダから来日するGSEグループを
お連れしようと思っています。メンバーの中に、世界に通用する企業があれば是非見学したい、との希望もあるようなので、是非
今度は恩返しに世界のコマツを紹介させてもらおうと思い、コマツの杜、コマツ粟津工場の見学を予定しています。小松市には自
慢できる文化や産業がたくさん有り全国的規模の企業もたくさん有ります。お互いに「市民」として協力し合い地元を盛り上げて
いければ良いと思います。

卓話

「おしっこのお話」

〔紹介者〕中橋

勝美

会員

長寿社会となった現在、老いからくる症状や疾患はさらにクローズアップされ
てきています。そのうちの一つが排尿に関する症状、疾患です。自立した快適な
小 橋 一 功 様 排尿は、個々人にとって重要な関心ごとですが、社会的にも介護や環境問題など
社会的コストの面からも無視できない問題です。
排尿障害のうち男性で最も多いのは前立腺肥大症です。前立腺はもともと精液
を作る臓器ですが、膀胱の直下にあり尿道を取り巻いています。前立腺肥大症は
尿道周囲の部分が男性ホルモンの低下により腫大し尿道を圧迫する疾患です。４
０歳代から徐々に大きくなり、５０代で５人に１人、６０代で３人に１人、８０
代で２人に１人と高齢になるほど前立腺肥大症の患者さんは多くなります。症状
としては尿が出にくい、尿の勢いがないなどの排尿障害の症状と、夜間や日中の
尿の回数が多い、我慢しがたい強い尿意が急に起こる、我慢できずに尿が漏れて
しまうなどの畜尿障害とに大別されますが、後者の訴えのほうが多く、生活の質
に与える影響が大きいことがうかがえます。過活動膀胱といわれるこの症状は、実は女性でも高齢になるほど
多くなり、男女合わせて約８００万人が症状を有するという試算もあります。前立腺肥大症を放置すると、過
活動膀胱が強くなり、排尿障害が強くなると膀胱機能が衰え残尿が多くなります。残尿の増加は腎機能の低下
を招き、慢性腎不全や尿毒症に至る場合もあります。また飲酒や風邪薬の影響で急にたまった尿が出せなくな
ることがあります。
治療としては薬物療法や内視鏡手術などがあります。大切なことは、膀胱の質があまり悪くなる前に治療す
ることが肝要です。排尿の目安としては尿量にもよりますが、排尿時間が３０秒を越えるようであれば排尿障
害がある可能性があります。また上記のような自覚症状があれば、前立腺癌の検診も兼ねて早めに受診しまし
ょう。
加賀市民病院

副院長

★ 3月8 日（木）〈例会〉 於：小松グランドホテル
・会員数 62名 ・出席数 40名 ・欠席数 22名

例会報告

・出席率 64.52％

★ メークアップ届

ニコニコ BOX
ニコニ
能美ＲＣ

・ 2／25

米山記念奨学期間終了者歓送会

山野優子様

上出

蓮井正樹

衛二

初めてお伺いしました。小橋副院長様の卓話を聞きに参りました。これ
からも宜しくお願い致します。

小橋先生、卓話有難うございました。病院嫌いですが、そろそろお世
話になる年齢に近づいて、本日は真剣に拝聴させて頂きました。

野尻

生水

順滋

小橋様、今日はご多忙の中、卓話を頂き有難うございました。今日のお
話をもとに、おしっこの度に我が身の健康チェックをしたいと思います。
山野様、今日はようこそ小松ＲＣにお越し頂き有難うございました。安藤
さん、先日は佳水郷の新しい和食のお店「加賀」にお招きいただき有難う
ございました。

2764回 2012年3月15日 例 会
副会長挨拶・報告

敏雄

小橋様、本日はお忙しい所、卓話を頂きまして有難うございました。
今後共、患者様のために励んで頂けます様に心より願っております。

中橋

勝美

大変お忙しい中有難うございました。身にしみる思いがして、大変た
めになりました。今後益々のご活躍をお祈り申し上げます。

於：小松グランドホテル

上出 衛二

今日は、野尻会長が欠席のため代わって点鐘させていただきました。宜しくお願い致します。本日のゲストは、京都から日本舞
踊家「宗家藤蔭流藤蔭会」二代目の藤蔭静枝様です。後ほど紹介者の八十山会員から詳しくご紹介があると思います。ビジターは、
中島ロータリークラブ会長の永谷誠行様で、職業分類は衣料販売です。あと、米山奨学生白美娜さんです。本日はようこそ。白さ
んは今月をもって金沢大学大学院をご卒業されます。大学院で学んだこと、日本で学んだこと、そして小松ロータリークラブに関
わったことなど、これからの人生に役立てて下さい。野尻会長からも「４月から東京のオリンパスでの研究生活に入られるとのこ
と、なれない東京での生活が始まりますが、くれぐれも健康に留意されご活躍下さい。」との伝言が入っております。
私ごと、先日の３月１１日に横浜で結婚披露宴に招かれ出席して参りました。当日は、東北大震災の一年目とあっての開催にご
当人やご家族にもいろいろ葛藤があったようでしたが、石巻在住の親しい友人からの励ましで決定したとのことでした。私も若い
二人の門出に多くの勇気を頂いてきました。

★奨学金贈呈
３月米山奨学金贈呈

白

美娜 様

卓話

「伝えつなぐ芸」

日本舞踊家
宗家藤蔭流藤蔭会 二代目

藤蔭 静枝 様

例会報告

〔紹介者〕八十山和代 会員

真実はどうか春霞のようですが、私は家族の中では永井荷風と初代藤蔭静
枝の孫だと言われ育ちました。二人の結婚生活は半年程の短いものでした。
女遊びに愛想をつかした静枝は手紙を残して家を出ました。その時代の日本
で女性から三行半を突きつけるなんて、彼女が最初だったと思います。静枝
は猫をとても可愛がっておりましたので、荷風は静枝に出て行かれた鬱憤を
猫にぶつけ、ヒゲをハサミで切ってしまったそうです。そのため猫は平衡感
覚を失いヨタヨタと歩いていたという話を聞いた事があります。また後悔し
た静枝が謝ろうと荷風宅を訪ねたところ、別れたばかりの妻の前で本人が
「只今、荷風先生はお留守でございます」と言って、戸をピシャリと閉めた
そうです。
そんな変人奇人の荷風でしたが、静枝は生涯に渡って彼を愛し続けました。
昭和４年吉屋信子氏とパリに渡った折、お酒を呑む度に荷風ののろけ話ばか
りをしていたと先生著の「ある女人像」に記され、その中に「静枝の勲章は
荷風の妻であったこと」とも書かれています。
また、荷風の随筆「おもかげ」の中の「西瓜」の文章には、自分の子供の
存在を否定しない微妙な表現がされており、「矢はずぐさ」には静枝（八重）
との事が書かれています。二人はその後生涯独身を通し、荷風の月命日には
最後に口にしたと言われる“かつ丼”を食べ“菊正宗”を呑み、彼を偲んで
いたそうです。二人の間に父が生まれなければもちろん今の私の存在はあり
ません。父は女一人では育てられないと考えた静枝が自分の弟の元に養子に
出しました。親子の名乗りをせずに生きてきた人たちのためにも、私は使命
として踊りの中でその精神を伝えつないでいかねばならないと思います。荷
風が文化勲章を授与されたのは周知のことですが、静枝も新舞踊運動の先駆
者として文化功労者の栄誉に輝いております。その静枝が昭和３４年に静樹
と改名し宗家を創立しました。５３年後の今年４月１日私も静樹を襲名いた
します。

★ 3 月15日（木）〈例会〉 於：小松グランドホテル
・会員数 62名 ・出席数 45名 ・欠席数 17名

・出席率 72.58％

★ メークアップ届
・ 3／5〜10

樹心会 春の勉強会 安藤、蓮井正亮、角谷、上出、数左、小林幹雄、本村、中田、中西、
西、野尻、岡田、生水、杉本、上杉、八十山、湯浅外志男

・ 3／10
・ 3／11
・ 3／13
・ 3／13

第１回家庭集会 中田、後藤、小林幹雄、本村、中西、西、野尻、岡田、杉本、上杉、湯浅外志男
会長エレクト研修セミナー 中川、湯浅外志男、堀、西
第９回ミニフォーラム 小林朋子、生水、安藤、原後、蓮井正樹、小林幹雄、宮城、岡田、新滝、上杉、山本
次期クラブ奉仕委員会 那谷、橋浦、宮城、上出、中田、福島、安井、西木戸、堀、小林朋子、

・ 3／14

次期プログラム委員会 八十山、塚本、宮城、松多、中川、嶋田

数左、斉藤、中川、湯浅外志男、嶋田

ニコニコ BOX
ニコニ
中島ＲＣ会長

永谷誠行様

中田

一於

久保年度に湯浅さんと共にガバナー補佐を勤
めさせて頂いた永谷でございます。私共中島Ｒ
Ｃは、今年度創立４０周年を迎えました。１６
年前、貴クラブの４０周年記念式典にお招き頂
いた事を覚えております。ロータリーの友３月
号で紹介して貰いましたが、クラブ全員がポー
ルハリスフェローと米山功労者に合わせて成る
事が出来ました。６月１０日には、記念式典を
予定し、湯浅ガバナーノミニーに参列頂いて花
を添えて頂きたくご招待状をお持ちしました。

恒例の春の樹心会にご参加戴きまして有難う
ございます。最終日の１０日には、情報委員会
と合同で家庭集会と懇親会を開催させて戴きま
した。樹心会の講師と会場を提供頂いた上杉会
員、家庭集会の講師を務めて頂きました湯浅ガ
バナーノミニーにお礼申し上げます。有難うご
ざいました。
藤蔭様、本日は遠路お越し戴き、貴重な卓話
を楽しく拝聴致しました。今後益々のご活躍を
お祈り致します。

野尻

湯浅外志男

順滋

藤蔭様、今日は遠方よりお出かけ頂き有難う
ございました。急な用事でお話をお聞きできま
せんでしたが、夢と音のコラボレーションとい
うことでジャズピアニストの山下洋輔氏とも共
演されているとお聞きしました。これからも健
康にご留意されご活躍されますようご期待申し
上げます。
ペクさん、いよいよ社会人ですね。最後にお
会い出来なくて残念ですが、これからのご活躍
をお祈り致します。

永谷中島ＲＣ会長様、遠方よりようこそお出
で下さいました。本年６月１０日には、創立４
０周年を迎えられ、私への出席のお願いでした
ね。有難うございました。
二代目藤蔭静枝様、宗家を伝えつなぐ芸、し
っかりとしておられる様子。特と聞かせて頂き
ました。有難うございました。今年の第１回家
庭集会、樹心会、上杉会員に大変お世話になり
ました。有難うございました。ペクさん、ご苦
労様でした。今後のご活躍をお祈りしています。

上出

小林

衛二

藤蔭流の更なるご発展とご活躍をお祈り致し
ます。とても神妙に日本舞踊を拝見させて頂き
ました。有難うございます。ペクさんのご活躍
をお祈り致します。

朋子

毎日楽しく嬉しいことばかりです。有難うご
ざいます。

生水

敏雄

藤蔭様、本日は大変お忙しい所、また遠方は
るばるお越し頂きまして有難うございます。伝
えつなぐ芸の卓話、大変興味深く聞かせて頂き
ました。これからも益々ご活躍されます事を祈
念しています。ペク様、４月より社会人となら
れ頑張って下さい。また、当クラブにも遊びに
来てください。

上杉

豊明

樹心会、６日間大変ご苦労様でした。私事で
すが、期間中６日間で４件の葬儀を執行しまし
た。皆様も私の忙しい時になるべく亡くならな
い様にお願いします。蓮井先生、若奥様とご一
緒にご苦労さまでした。

八十山和代
藤蔭先生、本日は素晴らしいお話をしていた
だき、本当に有難うございます。また、小松に
ちなんで、勧進帳を舞って下さり、心から感謝
しています。文化芸術の大先輩として尊敬して
います。藤蔭流の益々のご発展を心からお祈り
しています。

2765回 2012年3月22日 例 会
会長挨拶・報告

於：小松グランドホテル

野尻 順滋

今日は「白山いぬわし自然学校」代表の里見実氏に卓話を頂きますので事前にＨＰ（ホームページ）を覗いて見ました。当然白山の
自然のことが書かれているのかと思ったら、そこに『白山いぬわし自然学校がめざすもの』とあり、“若い人材は都市部へ移住して里
山としての機能を失い地域の過疎化や高齢化で担い手がいなくなることでその伝統文化や環境も失おうとしています。”とあり、“こ
の自然学校は…（中略）…地域振興の担い手となる人材を養成し新たな雇用を生み出す仕組みを作ります。”と書いて有りました。
この文章、一部の文字を書き換えるとそのままそっくり中心市街地にもあてはまる文章にもなります。全国の地方都市どこでも共通
なのですが、若者は郊外に移り住み、まちなかの人口は減少し高齢化が進み、そしてその結果地域社会としての機能が失われ伝統文化
も廃れていく、という現象が起こっています。まさに私が住んでいる西町でもあてはまり、例えば曳山子供歌舞伎の存続が難しくなっ
てきていることがその象徴です。人口が減少し、地域社会が崩壊し、そしてそこに育まれてきた伝統文化が失われていくという現象、
これはまちなかのみならず中山間地域にも共通している日本全体の課題なのだと新たに認識しました。近代の都市化を反省し、人が集
まって住むということはどういうことなのか、とその意味を再考させられました。

★ 入会式

〈新入会員〉

（経営コンサルタント）

「新会員紹介]

生年月日：１９７３年４月４日生
会 社 名：（株）アンヤット 代表取締役
事 業 所：〒９２３−０９２１
小松市土居原町２１２−１−２Ｆ
ＴＥＬ（０７６１）２１ −１５０２
ＦＡＸ（０７６１）２１ −４５０２

〈推薦者〉 新谷 紀栄 会員
石橋喜代志 会員

卓話

濱本 学泰 様

「２０１２里山・里海地域活性化は甘くない
白山麓に見る過疎化・高齢化からの脱却には」

★その他報告
次男出産祝い

出口
白山いぬわし自然学校

里 見

会員

代表

実様
〔紹介者〕松多

例会報告

勲

伸悟

会員

★ 3月 22日（木）〈例会〉 於：小松グランドホテル
・会員数 63名 ・出席数 43名 ・欠席数 20名

・出席率 68.25％

★ メークアップ届

ニコニコ BOX
ニコニ
野尻

順滋

里見様、今日はご多忙のところ卓話を頂き有
難うございました。自然学校を通しての地域の
活性化、大変息の長い活動かと思いますが、健
康にご留意されご活躍されますようご期待申し
上げます。
濱本さん、ご入会おめでとうございます。

・3／8
・3／13
・3／15
・3／19
・3／21

新谷

敏雄

紀栄

濱本さん、本日をもって小松ロータリークラ
ブの会員になられました。若手経営者として今
後益々地元に貢献されますよう頑張って下さい。
また、出口さんのお子様誕生おめでとうござい
ます。

本村
生水

３月定例理事会 野尻、生水、上出、中川、中西、嶋田、堀、上杉、本村、杉本、那谷、中橋、南、斉藤、川腰
東京日本橋ＲＣ 德田
次期社会奉仕・新世代委員会 本村、上出、岡田、西、川腰、南、丸山、蓮井正樹、中川、嶋田
次期会場・親睦活動委員会 中澤、山崎、小林幹雄、谷内、新谷、原後、斉藤、澤矢、中川、嶋田
次期職業奉仕・国際奉仕委員会 寺田、松山、上杉、山本、杉本、德田、本田、橋浦、蓮井正亮、湯浅幹也、堀、中川、嶋田

公志

里見様、本日はお忙しい所、卓話を頂きまし
て有難うございます。地域活性化は本当に大変
だと思いますがご活躍を願っております。濱本
様、ご入会おめでとうございます。

濱本様、ようこそ小松ＲＣへ、今後のご活躍
を期待しています。出席率１００％だよ！杉本
様、昨日の救難隊との会合、是非とも婚活成功
させたいです。里見様、貴重な卓話有難うござ
いました。

角谷

松多

俊隆

里見さん、本日は久しぶりにお声が聞けて嬉
しくなりました。私も「能美の里山ファンクラ
ブ」で頑張っています。これからも交流出来る
と楽しいですネ。どうかお元気で…。

伸悟

里見さん、本日はお忙しい中、卓話にお越し
下さいまして有難うございます。今後益々白山
麓の活性化と里見さんのご健勝を期待していま
す。

杉本

雅規

里見様、卓話有難うございました。これから
も地域活性化のために頑張って下さい。出口さ
ん、お子様誕生おめでとうございます。私も、
もうすぐ子…ではなく孫が生まれます。とうと
うおじいちゃんです。２８日（水）夜、自宅で
ＧＳＥの歓迎会をします。皆さん遊びに来てく
ださい。

出口

勲

里見様、本日は卓話を有難うございます。濱
本さん、ご入会おめでとうございます。本日は
次男の出産祝いを頂き、有難うございました。

德田八十吉
濱本様、入会おめでとうございます。三代人
間国宝認定のおひきは、はまちゃんのおまんじ
ゅうでした。私は鳥越五十谷でお父様たちと仲
良くさせて頂きました。私も、もとは大文字町。
地元地域のために頑張りましょう。

2766回 2012年3月25日 早朝例会
会長挨拶・報告

於：育成町「育成会館」

野尻 順滋

今日は「こまつ水辺クリーンデー」の一環である前川清掃活動に参加するための早朝例会です
が生憎の雨で中止となりました。この早朝例会は、もともとは末広緑地公園内にあるロータリー
の森の清掃が目的で始められたようですが数年前から前川の清掃活動に変わってきた経緯がある
ようです。今日はこの後、若干時間もありますので、その辺の経緯を本村社会奉仕委員長と前川
の桜並木事業に携わってきた西会員にお話をしてもらおうと思います。

★委員長報告
社会奉仕委員会委員長

本村 公志

西 正次

〈ロータリーの森のお話〉

例会報告

〈こまつ水辺クリーンデーのお話〉

★ 3 月25日（日）〈早朝例会〉 於：育成町「育成会館」
・会員数 63名 ・出席数 32名 ・欠席数 31名 ・出席率 50.79％

★ 「樹心会」春の勉強会

★ 第１回家庭集会

〈日時〉３月５日（月）〜１０日（土）〈場所〉聖徳寺

3 月誕生祝
1日 石橋喜代志会員

会員

会員

〈日時〉３月１０日（土）〈場所〉聖徳寺

★ 3月誕生祝い
11日 野尻 順滋会員 18日 塚本 幹雄会員
15日 中田 一於会員 22日 新谷 紀栄会員
18日 蓮井 正亮会員 27日 大西 賢治会員

ニコニコBOX の 年間達成目標 2,000,000 円 !
ニコニコBOX 3月末 の 累計金額 1,028,600 円 !

