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カナディアンロッキー
私は今、大阪への途上にある。

小松ロータリークラブ
2015〜2016年度 会長

撮影：小林 朋子

上杉

豊明

電車は敦賀から山あいの鉄路を辿り、南へと下っていく。電車が琵琶湖の北端に達すると視界が一気にひ
らけて、北陸のあの重く垂れ込めた空気が霧散したかのように、晴れやかな開放感が車内に満ちてくる。
高島を過ぎると、やがて行く手右側に障壁のように山容が迫って見えてくる。釈迦岳、堂満岳、蓬莱山と
つづく比良山系の峰々である。それらは滑らかなア稜線を描いて四明岳へと連なっていくのだが、この稜線
を境に東西は山城と近江に分かれることになる。車窓には、その峰の「山」が映画のように写しだされてい
た。窓に肩肘をつきながら、しばらくその「山」について考えてみたい。
京都人にとって「山」と言えば、昔も今も比叡山を指す。ただしかし、国土地理院の地図上には比叡山と
いう山名はない。国の指示に従えば四明岳というのが正しいということになる。何であれ、比叡山という名
称は、後にこの「山」の主になる延暦寺の山号（比叡山）が、そのままこの「山」の呼称になったものと思
われるが、確たる証左があるわけではないので、定かとは言えない。ともかく京都人にとってこの「山」は、
どこまでも比叡山なのである。
慈円（1155年〜1225年 関白藤原多忠通の子。兄は後の関白九条兼実。天台座主に再三重任された。代表
作「愚管抄」）は、私家集である「拾玉集」に、『世の中に山てふ山は多かれど山とは ひえのみ山をぞい
ふ』という歌をのこしている。
慈円が歌詠みをしたころの平安京は、その機能を発揮して、文物往来の盛んなる世相をみせていた時代で
あり、この「山」を「山とはひえのみ山」と口上するほどに、それ以降も歴史上重要な意味を持ち続けるこ
とになる。

2929回 2015年9月3日 RAC合同夜間例会

於：小松グランドホテル

卓話
RAC合同例会
AC合同例会 「 活動内容報告 」

担当：野尻 順滋 RA委員長

助成金贈呈
助成金
小松R
小松RAC
会長 塗茂 祐也さん
幹事 佐藤 宣弥さん

懇親会
●乾

司会：嶋田俊一郎 親睦委員長

杯

例会報告
2015年9月3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％

●中締め

●閉

宴 手と手つないで

メークアップ届
8／6
8／27
8／28
9／1

８月定例理事会 上杉、杉本、橋浦、德田、福島、中田一於、小林幹雄、中西、斉藤、嶋田、澤矢、中澤
加賀RC 本村
能美RC 橋浦
小松東RC 本村、寺田

ニコニコ BOX
ニコニ
上杉

野尻

豊明

ローターアクトの皆さん、日頃の活動ご苦労
様です。会員増強が課題ですね。コートニーさ
ん、日本語の上達、期待しています。９月に入
って、寺の法務が忙しくなりました。報恩講も
はじまりました。二足のわらじですが、何とか
頑張ります。

岡田
德田八十吉
ローターアクトの皆様、益々ご活躍下さい。
コートニーさん、日本語上手になりましたね。
大人っぽくなってステキです。大学頑張って下
さい。

順滋

宮城

ローターアクトの塗茂さん、佐藤さん、斉藤
さん、今日はようこそ。今年も大いにローター
アクトを通じ友達を増やし、勉強して下さい。
コートニーさん、お帰りなさい。しばらくです
が、小松をお楽しみ下さい。

敏子

ローターアクトの皆さん、今日はご苦労様で
す。コートニー、突然の帰国、びっくりしまし
た。大歓迎です。日本語を充分勉強して帰国し
て下さい。

靖弘

偶然にも夜間例会と重なり、盛大な誕生祝い
ありがとうございます。今後とも、ロータリー
を楽しんでいきたいと思います。

2930回 2015年9月10日 例 会

於：小松グランドホテル

★各委員長報告
◎ 米山功労者メジャードナー
◎ R財団・マルチプルPHF④

感謝状・ピン贈呈：上杉

豊明

会員

ピン贈呈：上杉

豊明

会員

上杉 豊明

会員

卓話
「 PTAと地域の子どもたちへの関わり方
り方 」
小松市立学校 P T A 連合会

岡田

直樹

会長
紹介者
中田一夫会員

様

近年、子どもたちに対してＰＴＡの役割が変化をしています。そこで現在、小松市におけるＰＴＡの
しています。そこで現在、小松市における
取組について知っていただき、これからの子どもたちへの関わり方を共に考え、協力をして行きたいと
ちへの関わり方を共に考え、協力をして行
思います。
小松市立学校ＰＴＡ連合会は小学校２５校、中学校１０校の３５校からなるＰＴＡ会長並びに母親代
表から構成をされています。今年度は９８名のメンバーで運営をし、６委員会が活動をしております。
多くの方が協力をしていただいている中、それぞれ問題も抱えております。単位ＰＴＡの役員がなかな
か決まらない、事業がマンネリ化してきているなど根本的な問題となっております。小松市Ｐ連では、
そんな単位ＰＴＡが抱える問題にも前向きに関わっていかなければなりません。そこで単位ＰＴＡの人
事には関わることはできませんが、魅力ある活動をすることと提案することにより、ＰＴＡへの理解と
参加協力に繋がることと考えています。事業に対する提案において、小松市Ｐ連では毎年３校に各学校
において取り組みをされている事業を発表していただく「小松市ＰＴＡ研究大会」を開催しております。
発表指定校３年前より伝達し、新たな事業構築をしてもらうことをお願いしております。そのことによ
り、新たな事業を考え、ＰＴＡにたいして協力をしていく一助となっております。また、マンネリでは
なく継続事業として平成１９年度から「早寝早起き朝ごはん運動」をおこない、小中学校の児童・生徒
にチェックシートを記入して生活習慣の見直し確認をしていただいております。標語・ポスター・朝ご
はんレシピなど募集をし、小松市民大会で表彰をしております。新たな事業構築、継続をしていく事業
など、しっかりと協議して実行することがＰＴＡには必要だと思いますし、地域の方、各団体の皆様と
も連携を取りながら活動をしていくことこそ、子どもたちへの未来へと繋がることと信じています。
「いじめ」
「ネット問題」など子どもたちを取り巻く問題はいろいろあります。そのことにも単位ＰＴＡ
を中心に協力していく機会を更に増やしていくことも忘れてはならないと思います。私は『すべては子
どもたちのために』を信念に、一人でも多くの方が共鳴をしていただき活動をしていきたいと思います
ので、皆様方のご理解とご協力を更に賜りますようお願い申し上げます。

例会報告
2015年9月10日（木）
小松グランドホテル
会員数 59名

出席数 37名

欠席数 22名

出席率 62.71％

メークアップ届
9／4
9／6
9／6
9／8
9／8

第１３回日韓親善会議（東京） 湯浅外志男、中田一於、髙木
砺波RC創立６０周年記念式典 橋浦、中田一於
創立６０周年広報・記念誌委員会 蓮井正樹、髙木
小松東RC 本村
第３回ミニフォーラム 数左、安藤、原後、蓮井正樹、堀、川腰、髙木、小林幹雄、小林朋子、中田一夫、中川、中西、
岡田、新滝、玉作、山本、上出、湯浅幹也

ニコニコ BOX
ニコニ
上杉

豊明

岡田直樹様、本日は有難うございました。親
と子の関わりを大切に、更にご尽力下さいます
ように念じております。些細ですが、日本のロ
ータリーのために一石を投じさせていただきま
した。

橋浦

隆

岡田様、本日はお忙しい中、卓話にお越し頂
き有難うございます。今後益々のご発展をお祈
りいたします。

中田

一夫

岡田直樹様、
卓話有難うございました。中２の
子供を持つ親として、大変参考になりました。
今後の活躍をお祈りしております。

川腰

栄一

岡田様、素晴らしい講話、ありがとうござい
ます。岡田様とは、長いおつきあいをさせてい
ただいておりますが、今後も今まで以上のおつ
きあいを宜しくお願い致します。

中田

一於

岡田様、
本日は貴重な卓話を頂き、
有難うござ
いました。今後のご活躍をお祈り致します。先
日の三代德田八十吉を偲ぶ会に小松ロータリー
の多くの会員にご参加頂き有難うございます。
お陰様で盛会に終えることが出来ました。四代
八十吉に代わり、世話人の一人として厚く御礼
申し上げます。

2931回 2015年9月17日 例 会

於：小松グランドホテル

卓話
IAC合同例会 「 活動内容報告 」

担当：小林 朋子 IA委員長

小松工業高校 IAC
生徒 １２名／顧問 ２名

小松商業高校 IAC
生徒 ２名／顧問 １名

助成金贈呈
助成
小
小松工業高校インターアク
ト
小
小松商業高校インターアク
ト

★短期交換留学生派遣学生 「留学帰国報告」 宮城友希乃 様

例会報告
2015年9月17日（木）
小松グランドホテル
会員数 59名 出席数 38名
欠席数 21名 出席率 64.41％

メークアップ届
9／7
9／9
9／10
9／10
9／11

長野北東
長野北東RC
德田
加賀中央RC 本村
加賀中央
第５回創立６０周年実行委員会
第５回創立
委員会 中田一於、野尻、杉本、西、福島、橋浦、蓮井正樹、中澤
９月定例理事会 上杉、蓮井正樹、橋浦、上出、福島、出口、中田一於、小林幹雄、澤矢、中澤
９月定例理
蓮井正樹、橋浦、上出、福島、出口、中田一於、小林幹雄、澤矢、中澤
能美RC 本村、澤矢

ニコニコ BOX
ニコニ
上杉

中橋

豊明

インターアクトクラブの両校の皆さん、日頃
の活動、ご苦労様です。若い力を有意義に生か
して下さい。宮城友希乃さん、アメリカでの経
験をこれからの学生生活に役立てて下さい。
６０周年記念大会まで、一ヶ月に迫りました。

德田八十吉
インターアクト両校の皆様、本日はご出席あ
りがとうございます。日頃の益々のご活躍をお
祈り致します。宮城友希乃様、おかえりなさい。
かけがえのない素晴らしいご経験をされたと思
います。無事お帰りになられて良かったです。
先日は、三代偲ぶ会にたくさんご出席頂きまし
て誠にありがとうござました。

勝美

蓮井

小松工業、商業インターアクトクラブの皆様、
日頃から奉仕活動を感謝しています。これから
も更に輪が広がるように、お互いに協力して行
きましょう。宮城友希乃さん、お互いの国の親
睦と交流の橋渡しで、ステキな体験でしたネ。
ご苦労様です。

宮城

敏子

おばあちゃん胸ドキドキ、、、、今日は、工業、
商業のインターアクトの皆様、ご苦労様です。
今日は、孫の友希乃も出席させていただき、有
難うございます。ロータリーのおかげで、友希
乃が一段と成長して帰った様に思います。感謝
ます。感謝
します。ババ、バカ、チャンリンです。
す。

原後

伸市会員

24日 出口

ニコニコBOXの年間達成目標 2,000,000 円 !

勲会員

28日 岡田

ニコニコBOX9月末の累計金額

二郎

本日、アメリカ短期留学されておりました宮
城友希乃さんに同行して、小松市長に帰国報告
に伺いました。短期交換留学にあたっては、キ
ャロラインさんの受入れ、宮城友希乃さんの送
り出しに、会員皆様のご協力、特にキャロライ
ンさんについては、文化体験と言うことで、い
ろいろな施設等を会員に案内していただきまし
た。ご協力お礼申し上げます。

9月誕生祝い
8日 堀

正樹

小松工業、小松商業高校のインターアクト部
員の方々、これからも頑張って下さい。宮城友
希乃さん、アメリカ留学で体験したことを、こ
れからの人生につなげてください。

靖弘会員
576,200 円 !

