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白

撮影：小林 朋子

山

私は今、大阪への途上にある。
（続き）

小松ロータリークラブ
2015〜2016年度 会長

上杉

豊明

「最澄よ、朕が都を鎮護せよ」とでも、桓武帝は言ったかもしれない。すでに最澄は、
「山」にある。
桓武帝と最澄、これこそこの「山」にとって最大の幸運であった。最澄亡きあと、一旦延暦寺は廃
れるのだが、その弟子円仁、円珍によって復興されて、その規模は三塔十六谷三千坊、と言われるまで
に発展し、日本仏教の屋台骨となって、後の鎌倉仏教の担い手たる高僧を多く輩出するようになる。
ことに三塔の中の一つ、横川は円仁が籠山し、ひたすら修行した場所であった。のちにこの横川には源
信が籠山して「往生要集」を著し、日本における浄土教の䘋明を告げた場所として後世その名を残す
ことになる。拙寺に伝わる国指定重要文化財の「往生要集」は写本の中でも最も古いとされている。
元亀二年（１５７１年）９月１２日、突如として織田信長は延暦寺を焼き討ちし、破壊しつくした。
これこそがこの「山」の最大の不幸である。後世、三代徳川家光が延暦寺を復興させるがすでに往時
に及ぶものでなかった。
電車は、轟音をひびかせて逢坂山トンネルへ入った。その音は、この「山」に関わったすべての人
々の言霊の叫びのように、私には聞こえてくるのである。
（完）

2941回 2015年12月3日 例 会

於：小松グランドホテル

卓話
『 種族保存本能を伝える「姓名の暗号」』
カフェ グレースカーデン オーナー

三 井 みづほ

紹介者
濱本学泰会員

様

★年次総会 ２０１６−２０１７年度「会長エレクト、副会
副会長、
会長、
会
長、幹事」
幹事」承
承認の件
承認の件
承認
件
会長エレクト：八十山和代 会員
副会長

：中西

忠彦 会員

幹

：福島

徹 会員

事

代表挨拶 八十山和代 会長エレクト

メークアップ届

例会報告
2015年12月3日（木）
小松グランドホテル
会員数 60名

出席数 43名

欠席数 17名

出席率 71.67％

11／18
11／26
11／26
11／28
11／30

小松ＲＡ 松多、野尻、川腰
第１回ＩＭ実行委員会 本村、西、堀、橋浦、德田、那谷、蓮井正樹、嶋田、澤矢、中澤
パスト会長会 西木戸、新谷、湯浅外志男、土定、西、角谷、上杉
町家で婚活 本村、蓮井正樹、中西、嶋田
ガバナー補佐忘年会 本村
12／1
山中ＲＣ 本村、堀
12／2
加賀中央ＲＣ 本村、堀

ニコニコ BOX
ニコニ
上杉

豊明

三井みづほ様、本日は卓話ありがとうござい
ます。次年度三役ご承認ありがとうございます。
申し訳ありませんが、急な法務にて、中座いた
します。御寛怒下さい。

蓮井

正樹

髙木会員のお姉様であります三井様、卓話あ
りがとうございました。６０周年記念誌委員会
の集合場所として時々利用いたしました。今回、
福島次期幹事、中西次期副会長、承認おめでと
うございます。また、八十山会長ノミニー選出
おめでとうございます。上杉会長、任期はまだ
半分ありますが、会長ノミニーを選出するとも
う３分の２は終わった同然です。さらに、先日、
父のお見舞いをクラブから頂き、ありがとうご
ざいました。

德田八十吉

中西

三井みづほ様、卓話誠にありがとうございま
した。また須天町の方へ遊びにいきます。次年
度三役ご承認ありがとうございます。

次年度、副会長を務めさせていただきます。
二度目の副会長です。会長をできるだけおささ
えできるよう努力して参ります。どうぞ宜しく
お願いします。

杉本

忠彦

雅規

三井みづほ様、卓話ありがとうございました。
今後のご活躍をお祈り致します。中西忠彦副会
長、福島幹事の承認ありがとうございました。

八十山和代
みづほちゃん、本日は貴重な卓話をありがと
うございました。遺伝姓名学でおもしろいです
ね。今度見て下さい！益々のご活躍を応援して
います。この度は大役を仰せつかり、身の引き
締まる思いです。先輩のご指導をいただきなが
ら全うしたいと思います。宜しくお願い致しま
す。

2942回 2015年12月10日 例 会

福島

徹

来年度、幹事を務めることになりました。微
力ではありますが、杉本会長を補佐し、楽しく
クラブを盛り上げていきたいと思っております
ので、一年間宜しくお願い致します。

濱本

学泰

三井さん、本日は深いお話を有難うございま
した。私の姓名判断まで入れていただき感謝し
ております。これからもご活躍をお祈りしてお
ります。

於：小松グランドホテル

卓話
『 チョイペラ英語で最高の接客、スピーチを
チを！ 』
英語パフォーマンストレーナー
チョイペラ調教師

橋本

亜希子

様

紹介者
岡田靖弘会員

例会報告
2015年12月10日（木）
小松グランドホテル
会員数 60名

出席数 37名

欠席数 23名

出席率 61.67％

メークアップ届
12／3
12／4
12／6
12／7
12／8
12／10

１２月定例理事会 上杉、蓮井正樹、杉本、橋浦、德田、上出、福島、中田一於、数左、中西、斉藤、嶋田、澤矢
能美ＲＣ 本村、西
12／5
地区米山記念奨学会 年末懇親会 八十山
加賀白山ＲＣ創立２０周年記念祝賀会 湯浅外志男、本村、橋浦、德田
小松シテイＲＣ 本村、西
12／8
小松東ＲＣ 西、堀
第６回ミニフォーラム 斉藤、新谷、福島、原後、小林幹雄、中田一夫、岡田、玉作、山本、湯浅外志男、上出
加賀ＲＣ 本村、堀

ニコニコ BOX
ニコニ
上杉

豊明

橋本様、本日の卓話、有難うございます。ご
活躍を念じます。パスト会長、吉田直人さんの
一日も早いご回復をお祈りしたいと思います。
京都にて、急な法務のため、中座いたします。
何卒、ご容怒下さい。

橋浦

隆

橋本様、お忙しい中、楽しく卓話を頂き有難
うございました。今後、益々のご活躍をお祈り
しています。

徳田八十吉

八十山和代

橋本様、本日は誠に有難うございました。大
変勉強になりました。吉田直人さんの一日も早
いご回復をお祈り致します。

橋本様、本日はエネルギッシュな卓話を有難
うございました。２５年前、３年間ＮＹ時代が
ありました。「ＰＲは最小限度の自己紹介」身
をもってＮＹで学びました。橋本様の益々のご
活躍をお祈りします。明日、午前１０時５０分
より、八十山美術館で、月刊誌「リーダーズ」
の取材で吉沢京子さんと私の対談があります。
お時間ありましたら、是非聞きに来て下さい。
来年３月号に載ります。

岡田

靖弘

橋本さん、大変お忙しい中、卓話有難うござ
います。健康に留意され、益々のご活躍をお祈
りします。萩原さんにお会いしましたら、私か
らお礼を云っていたとお伝え下さい。

2943回 2015年12月17日 例 会

於：小松グランドホテル

★委員長報告
米山功労者マルチプル⑧ 感謝状贈呈

本村 公志 会員

卓話
「 サイバー犯罪の現状とその対策
の対策 」
石川県警察本部

安江

生活安全部首席参事官
席参事官

正紀

様

紹介者
斉藤 浩会員

警察では、①不正アクセス禁止法違反、②コンピュータ・電磁的記録関連及び不正電磁的記録に関す
②コンピュータ・電磁的記録関連及び不正電磁的記録に関
る罪、③インターネットを主たる犯罪手段とする各種の犯罪（ネットワーク利用犯罪）の３つを合わせ
段とする各種の犯罪（ネットワーク利用犯罪）の３つを合わ
て「サイバー犯罪」と呼んでおります。具体的には、児童ポルノのネット公開やネットオークション詐
具体的には 児童ポルノのネット公開やネットオークション
欺などがありますが、昨年、サイバー関連の相談受理件数が急増した（Ｈ２５年８４，８６３→Ｈ２６
年１１８，１００件）ことや、平成２５年頃からインターネットバンキングを利用した不正送金事案が
激増（Ｈ２７年上半期の全国での被害金額 約１５億４４００万円）していることなどから、今後もサ
イバー空間をめぐる情勢は厳しくなっていくものと考えております。
皆様には、
「ＩＤやパスワードの厳正な管理」「ウイルス対策ソフトの導入と更新」「 Ｗｉｎｄｏｕｓ
などのＯＳをはじめとした各種ソフトのこまめなアップデート」などによる被害防止対策をしていただ
き、更に会社においては、従業員の方への教育やデータコンピューターなどの適切な管理、部外者の出
入りのチエックなど、いくつもの方向から防御対策を行う「多層防御」によって、大切な情報管理や財
産を守っていただきたいと思います。
インターネットは、誰もが利用できるものですが、知識技術に関して悪用しようとする者のほうがは
るかに勝っているのが現状です。万が一、インターネットに関して、被害に遭ってしまった時や困った
ことが起こった時は、まず警察にご連絡・ご相談下さい。

ニコニコ BOX
ニコニ

例会報告

上杉

2015年12月17日（木）
小松グランドホテル

德田八十吉
安江正紀様、本日は大変お忙しい中、卓話を頂きま
して誠に有難うございました。ためになりました。

豊明

急な法務にて、遅参致しました。安江正紀様、本日
卓話ありがとうございました。

杉本雅規

会員数 60名 出席数 46名
欠席数 14名 出席率 76.67％

安江正紀様、卓話ありがとうございました。目に見
えない犯罪、大変な仕事ですが、これからもご活躍を
念じます。

斉藤

浩

安
安江様、本日はお忙しい中、貴重な卓話をして頂き、
誠に有難うございました。今後益々のご活躍を祈念致
誠に
して
しております。

橋浦 隆
安江様、本田様、お忙しい中、卓話にお越し頂きあ
りがとうございました。今後、益々のご活躍をお祈り
致します。

2944回 2015年12月23日 年忘れ家族例会

於：山代温泉

懇親会

ゆのくに天祥

司会：嶋田俊一郎 親睦委員長

●開宴挨拶

上杉 豊明 会長

●大抽選会 親睦委員会

例会報告
2015年12月23日
（水・祝）
山代温泉 ゆのくに天祥

●乾杯

橋浦 隆 副会長

●バルーンショー バルーンのぶんちゃん
●バルーン

●中締め 湯浅外志男 パストガバナー ●閉宴 手と手つないで

メークアップ届
12／13 ロータリー米山記念奨学会選考面接試験 八十山
12／17 第７回６０周年実行委員会 上杉、中田一於、野尻、杉本、寺田、德田、
寺田
福島、橋浦、蓮井正樹、嶋田、湯浅外志男、澤矢
12／19 第２回地区財団・監査合同委員会 西

会員数 60名 出席数 36名
欠席数 24名 出席率 60.00％

ニコニコ BOX
ニコニ
上杉

豊明

年忘れ家族例会にご出席ありがとうございま
す。この一年をかえりみて、次の新しき年に希
望をたくします。皆様良いお年をお迎え下さい。

橋浦

隆

本日は、今年最後の例会となります。本年も
ありがとうございました。来年も上杉年度、よ
ろしくお願い致します。また、賞品を頂きまし
てありがとうございました。

中橋

勝美

皆様、一年間ご苦労様でした。来年も元気で
良い年であります様に願っています。

徳田八十吉

湯浅外志男

家族例会にご出席、誠にありがとうございま
す。この半年をかえりみて、思ったよりとても
とても幹事は大変でした。あと、半年がんばり
ます。よろしくお願いします。皆様、よいお年
を。

上杉年度、多忙が予測されるが、本日の年忘
れ家族例会が楽しく終えることが出来るのも、
会員各位のアタタカイご協力があればこそだと
思います。小松クラブ６０周年事業を全員参加
のお陰と思います。心から感謝申し上げます。
本日のわきあいあいの心意気を新年度にも持ち
続けて行きましょう。本日はありがとうござい
ました。先日は、お見舞いをいただきました。

中田

一於

本日は楽しい年忘れ家族例会、孫と一緒に過
ごせました。親睦委員会の皆様、お世話様でし
た。

朋子会員

新滝

淳子

メリークリスマス。今日はようこそ、ゆのく
に天祥へおいでいただき有難うございます。ひ
ひ
と時をゆっくりお楽しみ下さい。

16日 角谷

ニコニコBOXの年間達成目標 2,000,000 円 !

豊伸

德田賞、最高！

12月誕生祝い
10日 小林

澤矢

俊隆会員

ニコニコBOX12月末の累計金額

879,200 円 !

