
2021年1月7日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3175回

例会報告 2021年1月7日（木）アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 49名・出席数 30名・欠席数 19名・出席率 61.22％

ニコニニコニコBOX 寺田英夫、数左從光、中澤宏介

★寺田 英夫会長  挨拶・報告
★幹事報告　１月１日よりロータリーレートが１＄１０４円に変更（１０５円より変更）
★ガバナーメッセージ（ＤＶＤ）

小松ロータリークラブ会報
国際ロータリー第2610地区　第66年度　D.2610　ROTARY　CLUB　OF　KOMATSU

◆会　　　　長：寺田　英夫　　◆幹　事：中澤　宏介
◆会長エレクト：松多　伸悟　　◆副会長：川本　　樹
◆クラブ会報委員会　委員長：大畑　清三
　　　　　　　　　　　委　員：水口　慶彦

事務局　〒923-0957  石川県小松市本折町33番地
　　　　　　　　　　アパホテル＜小松グランド＞2F
　　　　TEL 0761-24-1340・FAX 0761-24-4700
　　　　E-mail：of f ice@komatsu-rc.jp
　　　　URL：http : // komatsu-rc.jp /

石川県小松市本折町33番地
アパホテル＜小松グランド＞2F

◆会　　　　長：寺田　英夫　　◆幹　事：中澤　宏介
◆会長エレクト：松多　伸悟　　◆副会長：川本　　樹

事務局 〒9
　　　 　　

TE

2020～2021年度  国際ロータリーテーマ

ロータリーは機会の扉を開く 20212021年2月2525日発行日発行

第７号

ごあいさつ

2020～2021年度
小松ロータリークラブ　会 長　寺 田  英 夫

　ロータリークラブでは１月を「職業奉仕月間」と定め、会員の職業奉仕の実践を支援

しています。

　職業奉仕の定義は大変難しいですが、その中で私なりの実践は、職業を通して奉仕し

社会に貢献することです。また、ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事業を行

う品位ある業務を継続していきたいと考えています。

◆スローガン

良い縁を活かそう
「縁尋機妙」「多逢勝因」

国際ロータリー第２６１０地区ガバナー 

　八塚  昌俊 様（高岡北ＲＣ）



例会報告

メークアップ届
1／14 寺田、数左、松多、中澤、髙野、杉本、山本省五、西、蓮井

福島、大畑、岡田、澤守、德田、後藤、東
１月定例理事会

2021年1月21日（木）アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 49名・出席数 35名・欠席数 14名・出席率 71.43％

ニコニニコニコBOX
寺田英夫、松多伸悟、中澤宏介、杉本雅規
岡田靖弘、德田八十吉、王生幸夫

　三代德田八十吉先輩の勧めで中谷亮一氏、丸

山孝明氏の御推薦を頂き、ＪＣの卒業に合せ40

代で伝統ある小松ロータリークラブに入会させ

て頂きました。小松を代表する錚々たるメンバ

ーについて行けないのではないかと不安もあり

ましたが、温かい先輩各位のお導きで第一歩を

踏み出すことができました。

　視界が広まるにつけ全国有名デパートに納品

できるようになり、本当に有難かったと感謝い

たしております。

　2006年会長職に指名された折には野尻順滋君

に幹事をお願いして、インターアクト年次大会

を小松工業高校をホストに、こまつ芸術劇場う

ららで開催致しました。11月には、ホタルの里

を木場潟に設置して頂きました。小松空港での

例会をスタートに、海外３ヶ所の職場例会を開

催しました。コマニー南京工場、リベックス上

海工場、北陸銀行上海支店を視察させて頂き、

現地の方々に大歓迎をうけました。今ではなつ

かしい想い出として思い出されます。

　各自、その職業の

代表者としての自覚

を忘れず、日々精進

してくださるよう祈

っております。

　私個人は、趣味と

して例会皆出席最長

不倒距離を老後の目

標に、精進いたして

行くつもりです。

創立65周年記念特集

歴 代 会 長 語 る！！
〜１２か月連続シリーズ 〜

～ 小松RC創立６５周年をふりかえって ～

２００６〜２００７年

第５２代会長

那谷　忠雄

2021年1月21日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3177回

★寺田 英夫会長  挨拶・報告

　　　　　　　　 髙木

　　　　　　　　 髙木

　　　　　　　　　　　　髙木、山本省五

湯浅

　　　　　　　　　　　　川本、澤矢

米山奨学生選考面接試験 ＜富山会場＞
米山奨学生選考面接試験 ＜石川会場＞
職業アドバイザー派遣推進事業（松陽中学校）
ロータリーの未来形成「Shaping Rotary’s Future」
報告および意見交換会
職業アドバイザー派遣推進事業（板津中学校）

例会報告

メークアップ届
12／12
12／13
12／15
12／17

12／18

2021年1月14日（木）アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 49名・出席数 41名・欠席数 18名・出席率 83.67％

ニコニニコニコBOX
寺田英夫、数左從光、松多伸悟、中澤宏介、那谷忠雄
西　正次、中川公三、蓮井正樹、岡田靖弘、山本省五
宝くじ同好会

2021年1月14日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3176回

★寺田 英夫会長  挨拶・報告　1月米山奨学金贈呈：ワヒユニ ファウジア 様



ることが基本となる。そのために、マスク着用と手

指消毒を適切に行うことが肝要となる。濃厚接触者

対応のガイドライン上では、双方マスクなしの状態

で約１mの距離で 15分程度の会話で、感染の可能性

（会話による飛沫を吸い込む可能性）があるとされ

るが、基本的に無症状者同士でマスク着用かつ適切

な手指消毒が行われている場合、感染の可能性はか

なり低いと考えられる。感染者の約８割が無症状も

しくは軽症であり、２割が肺炎像など中等症の症状

を呈し、５％が重症化している。重症化は高齢にな

ればなるほどその確率が高いが、ただ年齢だけでは

なく血管の炎症に関する病態や免疫不全状態などの

危険要因が絡んでいることもわかっており、重症化

する危険性もある程度の予測もできるようになって

きた。若年者では管内でも重症者を経験していない。

　検査としての「ＰＣＲ検査」も一躍有名になった

が、ＰＣＲ検査は感染症診断の一助であり、黄金律

でないことは是非理解頂きたい。臨床症状、感染経

路の推定、ＰＣＲ検査を含むその他の検査等を総合

的に判断して感染症の診断がなされるものであり、

基本は日々の着実な感染症対策を実施することにあ

る。

　コロナウイルスは従来から主に冬に流行する風邪

のウイルスとして知られていたものの一つである。

昨年秋から注目された新型コロナウイルスは、その

変異種であり、病態や治療方法など不明な点も多く、

約１年世界を混乱に陥れてきた。そのため、感染症

法において、入院勧告、就業制限など厳しい措置が

取られる「指定感染症」に位置づけられ、感染者の

社会生活に大きな影響が及んでいる。また保健所に

おいても、医療機関との調整や感染拡大を防ぐため

の濃厚接触者対策などを実施しているが、対応に追

われる結果、通常業務維持が困難になりかねない事

態ともなっている。

　しかし、約１年の間に多くの知見が積み重ねられ、

それらをもとに、感染者対応は変化してきている。

感染経路は、飛沫感染（くしゃみなどのしぶきを吸

い込むこと）や接触感染（手指を介する感染）であ

り、「目、鼻、口」からウイルスが入ることを防御す 【紹介者】岡田靖弘会員

●第3176回例会（2021.1.14）
　　　卓話要旨 新型コロナウイルス感染症

～ よくある質問Ｑ＆Ａ ～
石川県南加賀保健福祉センター

所長

沼田  直子 様

【紹介者】王生幸夫会員

　小松市はご存じのとおり、時代とともにカタチを

変えながら“ものづくり”の精神が脈々と受け継が

れているまちです。この精神のもと、北陸の際立っ

たまち「国際都市こまつ」の実現のために、観光事

業にまちづくり７つのテーマを揚げております。

　250年の歴史曳山こども歌舞伎「歌舞伎のまち」。

日本遺産「珠玉と石」。霊峰白山を望む木場潟を拠点

とする「環境王国こまつ」。航空プラザ・自動車博物

館など「乗りもののまち」。JAXAなどと連携「科学

とひとづくり」。水運で栄えた「水郷のまち」。2023

年には加賀立国1200年を迎える「加賀国府ロマン」。

●第3177回例会（2021.1.21）卓話要旨

『Go Around』小松の魅力を再発見！
７つのテーマ。覚えていただけると嬉しいです。

　また、旅行に制限があるこのコロナ禍だからこそ

ニューノーマルな観光スタイルを考えており、小松

の素晴らしい伝統的文化などを体感し、小松の皆さ

まに「小松をますます好きになってもらおう。誇り

を持ってもらおう。」という活動を行っています。

（ディスカバーこまつ）

　小松を売り出していくには、広告宣伝など勿論大

切ですが、人から人への口伝えや影響力のある方

（インフルエンサー）が「小松市」を P R していた

だくことが一番の活動だと感じています。

　小松ロータリークラブの皆さまは、社会的インフ

ルエンサーの役割を持っておられますので、これか

らも小松市の「広告塔」となっていただき、私たち

と一緒に小松の魅力を発信していただけたらと存じ

ます。引き続きご協力よろしくお願いいたします。

小松市にぎわい交流部

広域観光担当部長 兼

観光文化課長

山本ゆかり 様



《新型コロナ感染対策》
　小松ＲＣでは、例会等で様々なコロナ

感染対策を講じて開催しており、写真撮

影時のみマスクを外しています。

2021年1月28日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3178回

メークアップ届
1／23 　　　　　　　　　　　　元Ｒ財団補助金セミナー〈富山会場〉

例会報告 2021年1月28日（木）アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 49名・出席数 32名・欠席数 17名・出席率 65.31％

ニコニニコニコBOX
寺田英夫、松多伸悟、中澤宏介、髙木千鶴

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 798,010 円

1月誕生祝い
2日　那谷　忠雄会員
20日　本村　公志会員

5日　数左　從光会員
26日　松多　伸悟会員

14日　上原　邦弘会員

　先日の大雪は雪かきで運動不足の体が筋肉痛に

なりました。高齢化で生活道路の除雪が大きな負

担になる中、小松大谷高の野球部やサッカー部の

生徒は学校周辺で雪かきボランティアに励んだそ

うです。

　地域には１人暮らしの高齢者もおり、住民は心

から感謝した様子でした。はつらつとした生徒た

ちの姿に「日本の将来は安泰だ」という声も聞か

れ、厳しい寒さの中で心が温まりました。　　　

　　　　　　　　　　　　  　　　（水口  慶彦）

編集後記

【紹介者】髙木千鶴会員

法修会　会長

一般社団法人

The Five Elements　理事長

武居  範導 様

●第3178回例会（2021.1.28）
　　　卓話要旨 感謝の環境を創る

　私は長野県岡谷市に生まれ、平成６年に父の跡を

継ぎ、全国のお墓の調査と研究をしてきました。お

墓の調査とは、石の種類や形だけではなく、建て方

や埋葬方法、風習、言い伝えなども含まれます。こ

れらをそのご家庭の家系図と合わせることにより、

様々なことが分かってきました。現在までに、平成

９年に出版した「誰も教えないお墓の話」や平成18

年の「誰も教えないお墓の話　改訂新版」に続き、

平成26年に「家系図でわかる　人生を明るく変える因

縁学」を出版し、研究の発表をして参りました。

　本にも書きましたが、30余年にわたり約 13,000件

以上の家系図を拝見し、この家系図をひも解いてき

ました。この研究の中で、人には「自己因縁」と

「家系因縁」と「職業因縁」が関わっており、今回

の卓話においては「家系因縁」を中心にお話しさせ

て頂きました。

　人には必ず両親がおり、その両親にも親が必ずお

ります。10代遡ると1,024人、15代では32,768人、20代

遡ると100万人を超える祖先様がいらっしゃります。

この中の一人でも欠けたら自分は生まれませんし、

自分が生まれるためにはこれだけの人が命を繋いで

きてくれた訳です。ですから、自分という存在は唯

一無二の奇跡の存在なのです。その軸となるものが

今の姓であり、今の家庭です。親子の集合体が家系

となり、この家系には各家庭なりの環境が基となる

故に「家系の癖」が必ずできてしまいます。これら

を知ることは自分を知る大元になり、知るための方

法として我が家の家系図を作成することをお勧めし

ます。

　家系から自分を見直すと、自分の原点・本質・使

命が見えてきます。ここを自分の軸にし、各家庭の

中で自分のルーツを敬い感謝する環境を創ることは、

自己肯定の軸となりますから、より良い人生を歩む

原動力になると信じています。

　若い世代からこの事をもっと理解してもらうこと

が、後世が発展するために必要だと思っています。

そのために一般社団法人  The Five Elements を立ち

上げ小冊子「ゆかりの」からスタートし、後世に伝

える活動に尽力していきます。


