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2895回 2014年12月4日 例 会
★会長挨拶・報告

於：小松グランドホテル

蓮井 正樹
11月29と30日の両日に行われました蒲郡RCとの姉妹交流会について報告いたします。
11月29日の第一日目は安宅の長沖で解禁になったばかりのカニ料理で接待いたしました。
中西副会長と寺田幹事とで長沖に交渉していただきましてありがとうございました。
その後は天候が荒れましたので、この日を逃しますとカニは獲れなかった様です。翌日
はサイエンスヒルズを見学し、話題の小惑星探査機「ハヤブサ２」の解説を３D 眼鏡で
みました。なかなか迫力のある映像でした。蒲郡RCから12名、小松RCから事務員を含
め18名が参加して、大いに親睦を深めました。橋浦姉妹クラブ委員長、ありがとうござ
いました。
なお、来年の６月に蒲郡で姉妹クラブの調印式がありますが、この日に蒲郡 R C で私
が卓話をすることになりましたこともお知らせします。

卓話：市政情報講座
（出前講
（出前講座）
「全国植樹祭に向けた小松市の取り組みについて」
「全国植樹祭に向けた小松
取り組みについて」
全国植樹祭小松市運営委員会 事務局長
小松市総合政策部 次長

小林与志次

様

● 第66回全国植樹祭の概要
第66回全国植樹祭は平成27年5月17日（日）「木場潟公園」で開催されることになり、小松市としては
「木場潟公園」で開催されることになり、小松市としては
大変名誉なことと、現在、主催者石川県と連携をとり準備を進めています。
連携をとり準備を進めています。
植樹祭式典会場となる中央園地グランドの正面中央には、冠雪の白山と加賀てまりをイメージし、能
の正面中央には、冠雪の白山と加賀てまりをイメージし、能
登ヒバ、加賀スギ、漆・金箔を使い石川らしさを演出した「お野立所」が設置され、天皇皇后両陛下を
しさを演出した「お野立所」が設置され、天皇皇后両陛下を
お迎え致します。
お手植えでは、天皇陛下は抵抗性クロマツ、日用スギ、えびすケヤキの３本を、皇后陛下は抵抗性ア
ツ、日用スギ、えびすケヤキの３本を、皇后陛下は抵抗性ア
カマツ、ヤマモミジ、ケンロクエンキクザクラの３本をお手植えされます。お手植えされた記念樹は、
クラの３本をお手植えされます。お手植えされた記念樹は、
後日木場潟公園内の一画に移植され、森林づくりのシンボルとして大切に管理・育成されます。約10年
づくりのシンボルとして大切に管理・育成されます。約10年
後にも、皇太子殿下妃殿下によるお手入れの全国育樹祭の開催が通例となっております。
の全国育樹祭の開催が通例となっております。
● 小松市の取り組み
全国植樹祭には県内外から１万人の参加者が予定されますので、豊かな環境と文化でおもてなしする
ため、次の３点を重点に、市民との共創で“やさしいまちづくり”の推進に努めております。
・フローラルこまつ ・・・・ 花と緑の名所の創出、桜の植栽運動、「花・水・樹・協」取組み
・グッドマナーこまつ ・・・ おもてなし力の向上、交通マナーアップ、美しいまちづくり
・緑の少年団 ・・・・・・・・・ 花育・木育による人材育成、地域住民との連携で花や緑のまちづくり
そして、植樹祭を契機に「まちの風情と気品を高め」多くの方が訪れるまちにすると共に、水郷木場
潟を全国・世界に誇る景勝地にしたいと考えていますので、小松ロータリークラブの皆様のご支援・ご
協力をお願いします。

★年次総会
２０１５〜２０１６年度
会長エレクト承認の件

杉本 雅規 会長エレクト

杉本 雅規 会員

例会報告
2014年12月4日（木）
小松グランドホテル

メークアップ届
11／27
11／29

パスト会長会 西木戸、新谷、松山、土定、新滝、野尻、本村、那谷、蓮井正樹
蒲郡ＲＣ姉妹交流懇親会 蓮井正樹、福島、橋浦、本田、角谷、数左、宮城、中田一於、中川、中西、中澤、西、嶋田、
寺田、上杉、八十山、湯浅外志男

会員数 59名 ◆ 出席数 39名
欠席数 20名 ◆ 出席率 66.10％

ニコニコ BOX
ニコニ
蓮井

寺田

正樹

英夫

小林様、植樹祭の説明ありがとうございます。
私も小松ＲＣ代表として５月１７日に参加致し
ます。杉本会員、会長ノミニーを快く受諾して
いただきましてありがとうございます。これで
私の年度の大きなヤマを越えました。

小林様、本日はお忙しい中、卓話していただ
きありがとうございます。植樹祭に向けて小松
市の取り組み、大変でしょうが、大成功をお祈
りします。

中西

小林様、宮崎様、第６６回全国植樹祭に向け、
成功裡に終えられるよう頑張って下さい。応援
致して居ります。

忠彦

小林様、本日は全国植樹祭のお話しが聞けて
とてもためになりました。間もなくですが、準
備が大変ですねぇ。大成功をお祈りいたしてお
ります。

新谷

西

正次

小林様、本日は小松ＲＣでの全国植樹祭のＰ
Ｒ説明ありがとうございます。おもてなしの取
り組みも合わせて十分理解できました。

紀栄

2896回 2014年12月11日 例 会
★会長挨拶・報告

於：小松グランドホテル

蓮井 正樹

卓話
「 ボランティアで加賀友禅をＰＲする理由 」
紹介者

加賀友禅技術新興研究所
加賀友禅プロモーションマネージャー

鶴賀

雄子

様
松多伸悟会員

例会報告
2014年12月11日（木）
小松グランドホテル
会員数 59名 ◆ 出席数 40名
欠席数 19名 ◆ 出席率 67.80％

メークアップ届
12／4
12／6
12／7
12／9
12／10

１２月定例理事会 蓮井正樹、中西、寺田、福島、嶋田、中田一夫、杉本、原後、本村、澤矢
小松ＲＡ 川腰、岡田
12／6 地区Ｒ米山記念奨学会 年末懇親会 八十山
第１回次期チームリーダー研修セミナー 本村、堀、川腰
第６回ミニフォーラム 杉本、那谷、上出、川腰、小林幹雄、西、岡田、新滝、新谷、山本、安藤、原後
小松ＲＡ 川腰

ニコニコ BOX
ニコニ
蓮井

正樹

鶴賀様、素晴らしい卓話ありがとうございま
した。ロータリーも、いいものですので、是非
金沢地区のロータリーに入会して下さい。

寺田

英夫

鶴賀様、本日はお忙しい中、卓話して頂きあ
りがとうございます。私も、アトム運輸いつも
お世話になっています。今後益々のご活躍をお
祈り申し上げます。小松グランドスタッフの皆
様、１年ありがとうございました。来年もよろ
しく。

中西

忠彦

鶴賀様、本日は卓話ありがとうございます。
来年は北陸新幹線も開通します。加賀友禅をＰ
Ｒする大きなチャンスになると思います。鶴賀
さんが活躍する姿が眼に浮かんできますねぇ。

那谷

松多
野尻

順滋

鶴賀様、今日はクイズを混じえての楽しい卓
話を有難うございました。加賀友禅について、
勉強できました。これからもお元気でご活躍下
さい。

忠雄

鶴賀様、本日は素晴らしい卓話ありがとうご
ざいました。少し友禅もの知りになりました。
今後の益々の御活躍をお祈りします。

伸悟

鶴賀さん、本日はお忙しい中、卓話にお越し
いただきまして、ありがとうございます。鶴賀
さんのパワーで、益々小粋なクラブが大きくな
って、加賀友禅が広まっていくことを願ってお
ります。また、加賀友禅大使の小林さん、竹川
さん、ありがとうございます。

2897回 2014年12月21日 年忘れ家族例会
★会長挨拶・報告

於：山代温泉
「ゆのくに天祥」

蓮井 正樹

皆さんこんばんは。今日は年忘れ家族例会ということで、会員の皆様をはじめご家族の皆様にご参加をいた
だきまして、誠にありがとうございます。私も小さい時に連れて来られた事を今でもはっきりと覚えています。
その中で、大変苦痛だったことが、挨拶が長すぎることが非常に印象に残っています。ですから、今日の挨拶
は短く、端的に申し上げます。本日はご家族と共に楽しく過ごしましょう。宜しくお願い致します。

★報告
R財団・マルチプルPHF⑥
（大口寄付）
クリスタル贈呈：那谷忠雄会員
R財団・マルチプルPHF④ピン贈呈：

中川公三会員

R財団・マルチプルPHF②ピン贈呈：

中田一於会員

R財団・マルチプルPHF①ピン贈呈：

蓮井正樹会員

米山功労者マルチプル⑨ 感謝状贈呈：中川公三会員

那谷忠雄会員
雄会員

杉本雅規会員

懇親会

中田一於・中川公三会員

司会：原後 二郎

親睦委員長

◆オープニング：タヒチアンダンス
◆オ
Hina Te Marama（ヒナテマラマ）
◆開
◆開宴挨拶：蓮井 正樹 会長
◆乾
杯：中西 忠彦 副会長
◆バルーンショー：バルーンのぶんちゃん
◆バ
◆大
◆大抽選会：親睦委員会
◆中 締 め：湯浅外志男 直前ガバナー
◆手に手つないで
◆手
◆閉
◆閉宴

例会報告
2014年12月21日（日）
年忘れ家族例会
山代温泉「ゆのくに天祥」
会員数 59名 ◆ 出席数 39名
欠席数 20名 ◆ 出席率 66.10％

ニコニコ BOX
ニコニ
蓮井

正樹

那谷会員、R 財団大口寄付ありがとうござ
います。また、中川会員、中田一於会員、有難
うございます。私は米山の地区委員が長く、 R
財団は入会以来２回目になりました。本日は場
所を提供していただきました新滝会員、大抽選
会をしていただきました原後親睦委員長にも御
礼申し上げます。

中西

忠彦

吉田

いつもゆのくに天祥さんには、クリスマス家
族例会の楽しいセッティング、ありがとうござ
います。ご家族のみなさんにも是非楽しんでい
って下さい。

寺田

英夫

雅規

那谷夫妻、R財団大口寄付、中川、中田、蓮井
会員、マルチプルPHF寄付ありがとうございま
した。また、中川会員には、米山功労者マルチ
プルの寄付もいただきました。ありがとうござ
います。親睦委員会の皆さん、楽しい家族例会、
そして新滝さん、おいしい食事ありがとうござ
いました。

★ ロータリー文庫シールを小学校に

新滝

淳子

年忘れ家族例会、ゆのくに天祥へようこそ。
１００％の温泉にも、どうぞおつかり下さい。

会員の皆様には、今年１年ご協力ありがとう
ございました。お陰様でどうにか今年を無事終
えることが出来ました。後半年、宜しくお願い
致します。来年もよい年を。

杉本

直人

孫娘をつれて来ました。はじめて孫が出席で
き、ありがとうございました。

12月18日
（木）

小松市の全２５小学校
に「ロータリー文庫」と
書いたシールを贈った。
育英会寄付金で購入した
各校の図書に貼ってもら
い、児童に奉仕の精神を
伝える。

原後

二郎

本日の家族例会、懇親会、御家族子供さん達
に喜んでもらえたでしょうか？サンタクロース
に扮した蓮井会長、中西副会長、寺田幹事お疲
れ様です。また、素晴らしい料理、会場をご準
備いただいた、ゆのくに天祥さん、タヒチアン
ダンサーを御紹介いただいた八十山さん、子ど
もへのプレゼント、景品等も準備していただい
た寺田幹事に感謝いたします。

12月誕生祝い

10日 小林朋子会員

16日 角谷俊隆会員

ニコニコBOXの年間達成目標
2,000,000 円 !
ニコニコBOX12月末の累計金額
890,400 円 !

