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2019～2020年度
国際ロータリーテーマ

ロータリーは世界をつなぐ

１月号月号
2020.3.26

小松小松ロータリークラロータリークラブ   歴史探訪ブ   歴史探訪

　小松ロータリークラブ２５周年運営委員会（上杉思朗委員

長）は、同クラブの創立２５周年を記念して「ロータリーの

森」を、造成することにした。場所は、小松市が防衛庁の

補助を得て、末広武道館横の雑草地を緑地化しようと工事

を進めている中の一区画。広さは、約３,３００平方メートル。

　ロータリーの森造成には、かなり大きな予算が必要のた

め、今年度は約６０万円をかけ、このあと５ヵ年計画の継続

事業として３０周年記念を完了のメドとしている。

　植樹には松、ケヤキなどの苗木をロータリアンが総出で

汗を流すことにしているが、将来、市民の森、市民の憩い

の場として立派な「ロータリーの森」に成長することを念

願している。

２５周年記念事業

“緑の都市づくり”ロータリーの森造成

末広緑地化区域内に５ヵ年計画で



開会点鐘 　小松ＲＣ  数左　從光 会長
国家斉唱 　君が代
ロータリーソング 　奉仕の理想
会長挨拶 　小松ＲＣ  　　　数左　從光 会長
　　　    　小松東ＲＣ  　  木下しげみ 会長
　　　    　小松シテイＲＣ  山崎　秀雄 会長
米山奨学生 奨学金贈呈
　　　    　小松ＲＣ  　　　李　政洙 さん
　　　    　小松シテイＲＣ  王　　嘉 さん
幹事報告 　小松ＲＣ　　　  髙野　純平 幹事
石川第2分区都市連合会（IM）PR
　　　　　　  　　　山本　博之 IM実行委員長
石川第2分区8RC親睦ゴルフ大会 PR
　　　　　　  　　　中田　浩大 8RCゴルフ実行委員
小松RAC PR 　小松ＲAＣ  中澤　拓郎 会長
出席報告 　小松ＲＣ・小松東ＲＣ・小松シテイＲＣ
閉会点鐘 　小松ＲＣ  数左　從光 会長

司会 ： 小松ＲＣ  澤守  麻希 副幹事 小松ＲＣ  澤守  麻希 副幹事　　

ホスト：小松RC

★合同例会

開宴
祝賀の詩 　舞：眞保　乃月　吟：池森　恵風
開宴挨拶 　小松ＲＣ   数左　從光 会長
来賓祝辞 　小松市長  　　　　  和田   愼司 様
　　　    　小松商工会議所会頭   西　　正次 様
来賓紹介 　小松ＲＣ   　　　　  山根　清弘 副会長
乾杯　　 　小松 LC   　　　　  東本　一郎 会長
中唄「俄獅子」 正調「山中節」「山中祭獅子踊り」
　　　　　　　　　　　　　　　山中芸妓
ニコニコＢＯＸ報告   小松ＲＣ親睦委員会
中締め 　　能美ＲＣ   坂井　　毅 会長
閉宴挨拶 　小松ＲＣ   寺田　英夫 会長エレクト
手に手つないで
閉宴

司会 ： 小松ＲＣ  山本  省五 親睦委員長★懇親会

例会報告 2020年1月11日（土） アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 53名・出席数 38名・欠席数 15名・出席率 71.70％

2020年1月11日　新春小松3RC合同例会第3127回 アパホテル＜小松グランド＞

ニコニニコニコBOX
石川第２分区ガバナー補佐  小山英一様、能美RC会長  坂井　毅様、能美RC幹事  山本邦彦様、小松東RC会長  木下しげみ様
小松東RC会長エレクト  髙見健次郎様、小松東RC副会長  山本　勇様、小松東RC幹事  森田　智様、小松東RC  木崎馨山様
小松東RC様、小松シティRC会長  山﨑秀雄様、小松シティRC会長エレクト  濱本哲成様、小松シティRC副会長  安田和夫様
小松シティRC幹事  杉本　隆様、数左從光、寺田英夫、山根清弘、髙野純平

　今年は、雪も少なく暖かい日も多く、過ごしやすい日が続いております。先日の小

松３ＲＣ合同例会、懇親会は皆様のご尽力により、無事盛大に開催できた事を、心か

ら感謝申し上げます。市中では、新型コロナウィルスが猛威を奮っておりますが、不

確かな情報に惑わされる事なく、ご自愛いただきます様、お願い致します。

小松ロータリークラブ
2019～2020年度　 会 長　数 左  從 光

先日の小

を、心か

すが、不



メークアップ届

12／14
12／15
12／19
1／14

　　　　　髙木

　　　　　髙木

　　　　　　　　　　　　　　　　　　西、川本、上原

　　　　　中橋、後藤、東、上出、那谷、大畑、髙野、山本正敏、山本省五

米山奨学生面接試験（富山）
米山奨学生面接試験（石川）
中学校職業アドバイザー派遣推進事業（板津中学校）
第７回ミニフォーラム

例会報告 2020年1月16日（木） アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 53名・出席数 37名・欠席数 16名・出席率 69.81％

2020年1月23日　例  会第3129回 アパホテル＜小松グランド＞

ニコニニコニコBOX
宝くじ愛好会様、数左從光、福島　徹
山根清弘、蓮井正樹、藤岡洋介

メークアップ届

1／19 　　　　　　　　西、湯浅第２回クラブ職業奉仕委員長会議

例会報告 2020年1月23日（木） アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 53名・出席数 33名・欠席数 20名・出席率 62.26％

ニコニニコニコBOX
数左從光、寺田英夫、髙野純平、蓮井正樹

2020年1月16日　例  会第3128回 アパホテル＜小松グランド＞

北陸計器工業株式会社　専務取締役

中　田　一　夫  様

卓話

 「 スマートメーターと雷対策 」

　住宅や工場の電力メーターが、従来の円盤が回転する機械式からデジタル式の「スマートメーター」
に替わりつつあります。このスマートメーターは、電力使用量のデータをデジタルで記録、基地局に送
信でき、電気の「入」「切」も遠隔で操作できます。また、電力使用量データを分析することで、見守
りサービス等のいろいろなサービスに利用できるようになります。
　このように、今後デジタルデータの活用により、より豊かなスマート社会が到来することが予想され
ますが、その実現には、周辺機器の雷対策が欠かせません。雷対策には、雷の電流から電気製品を守る
ＳＰＤ（サージ・プロテクト・デバイス）と呼ばれる装置を取付けることが重要で、被害が発生するリ
スクを大きく削減できます。
　雷でお困りの際は、ぜひ北陸計器工業（株）にご相談ください。

【紹介者】
蓮井正樹会員

★幹事報告

★数左 從光会長  挨拶・報告

１月１日よりロータリーレートが１＄１１０円（前行１０８円）に変更になりました。

髙　木　千　鶴  会員

会員卓話：地区R米山記念奨学会委員会

 「 日本ロータリー創設者
　　 米山梅吉の生涯と米山記念奨学会 」

★数左 從光会長  挨拶・報告



司会：山本　省五 親睦委員長

2020年1月30日　節分夜間例会第3130回 料亭　一浪

メークアップ届

1／25
1／28

　　　　　髙野

　　　　　　　　　　　　　　　　　　西、片岡
地区クラブRAC委員長会議
中学校職業アドバイザー派遣推進事業（松陽中学校）

例会報告 2020年1月30日（木） 料亭　一浪 会員数 53名・出席数 39名・欠席数 14名・出席率 73.58％

ニコニニコニコBOX
数左從光、寺田英夫、山根清弘、髙野純平
元　良典

1月誕生祝い

ニコニコBOXの年間達成目標 1,500,000 円 ニコニコBOX1月末の累計金額 1,032,200 円

2日　那谷　忠雄会員
14日　上原　邦弘会員

2日　藤岡　洋介会員
20日　本村　公志会員

5日　数左　從光会員
26日　松多　伸悟会員

★懇親会

●開宴挨拶　数左　從光 会長　　●乾杯　山根　清弘 副会長　　●節分：豆まき　親睦委員会　　●中締め　寺田　英夫 会長エレクト
●手に手つないで　　●閉宴

2020年 年男・年女 ＜子（ねずみ）年生まれ＞

西木戸秀幸 会員　　村中　將起 会員　　澤守　麻希 会員　　清水　良衛 会員　　川本　 樹 会員


