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第１号

新年度のごあいさつ

2020～2021年度
小松ロータリークラブ　会 長　寺 田  英 夫

　今年度、小松ロータリークラブは、創立65周年を迎えます。

　この記念すべき年度に伝統ある小松ロータリークラブの第66代会長を拝命すること

は、身に余る光栄です。

　一方、その責務の大きさをひしひしと痛感しております。

ロータリアンとして、まだ日の浅い私ですが、どうか会員の皆様のご指導、ご支援を

お願い申し上げます。

　ロータリーの基本理念の中には、「ロータリーは、基本的には、一つの人生哲学で

あり、この哲学は奉仕―｢超我の奉仕｣―の哲学」と書かれています。

　これは、｢最もよく奉仕する者、最も多く報いられる｣と説かれています。

　そこで、今年度はロータリーの基本理念を再度学び行動に移す「機会」にすること

を提案したいと思います。

　皆様方のご協力をお願いいたします。

◆スローガン

良い縁を活かそう
「縁尋機妙」「多逢勝因」

基 本 目 標

☆創立65周年拡大例会

☆会員増強（新会員から学ぶ為にも）

☆小松市制80周年記念事業への協賛

☆My Rotaryへの登録を促進する



　昭和５１年、小松青年会議所を卒業し、私と

北弘美君、篠岡芳治君の３人が小松ＲＣへ入会

致しました。私が、１９９７〜１９９８年第４３

代小松ＲＣ会長に就任した年に、仲谷純三氏が

２６１０地区のガバナーに就任され、会長の私

に対し、小松市内で新クラブの拡大、小松ドー

ムでの２６１０地区会員大会の開催を告げられ

ました。

　私の年度には会員数８０名の内、２０名近

い人が小松シティＲＣへ移籍することになり、

小松ＲＣは大混乱に陥りました。

　残った６０名の会員は、大変な危機感を感

じ、小松シティＲＣ創立

総会後、半年の間に全員

が協力して２０名の会員

増強を果たしたのであり

ます。

　寺田年度も会員増強を

重点事業ととらえ、会員

一丸となって努力される

ことを願っています。

（元会長で現会員より寄稿）

創立65周年記念特集

歴 代 会 長 語 る！！
〜１２か月連続シリーズ 〜
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【テーマ】「ロータリーは機会の扉を開く」
２０２０～２０２１年度  クナークＲＩ会長（ドイツ）
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メークアップ届
 6／30 藤岡、髙野、数左会計監査

例会報告 2020年7月2日（木） アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 50名・出席数 39名・欠席数 11名・出席率 78.00％

ニコニニコニコBOX
寺田英夫、数左從光、松多伸悟、川本　樹、中澤宏介
髙野純平、杉本雅規、岡田靖弘、後藤　充、藤岡洋介
元　良典、北村和久、宮城香織、嶋田俊一郎

2020年7月2日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3151回

★バッジ交換  新旧会長幹事  バッジ交換・贈呈
★寺田 英夫会長  挨拶・報告
★幹事報告
７月１日よりロータリーレートが１＄１０７円に変更
（１０８円より変更）

★新会員入会式

2020年7月9日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3152回

★寺田 英夫会長  挨拶・報告

★表敬訪問のご挨拶

★新会員入会式

2020－2021年度 クラブアッセンブリー「新年度の方針と事業内容について」

寺田　英夫 会長・川本　樹 副会長・中澤  宏介 幹事・髙野  純平 会計
杉本  雅規 会場監督・澤守  麻希 親睦活動委員長

2020－2021年度 クラブアッセンブリー「新年度の方針と事業内容について」

松多伸悟 クラブ奉仕委員長・山本省五 職業奉仕委員長・西　正次 社会奉仕委員長・蓮井正樹 国際奉仕委員長
北村　茂 青少年奉仕委員長・福島　徹 会員増強委員長・大畑清三 クラブ会報委員長

★定時総会
　　議長：寺田 英夫 会長

① 2019 ー2020年度 決算報告（髙野純平前幹事）
② 2019 ー2020年度 監査報告（藤岡洋介監査委員）
③ 2020 ー2021年度 予算審議（中澤宏介幹事）

能美RC　　　　会長：元山　利朗様　幹事：関戸　秀次様
加賀RC　　　　会長：守岡　伸浩様　幹事：橋村　昭廣様
小松シテイRC　会長：濱本　哲成様　幹事：松本　賢一様

北 村　和 久 様
きた むら　　かず ひさ

・職業分類　電力　
・勤 務 先　北陸電力（株）小松支店
・役　　職　支店長
・生年月日　１９６８年７月３日生

推薦者：土定助勇会員、岡田靖弘会員

王 生　幸 夫 様
いく るみ　　ゆき  お

推薦者：本村公志会員、福島　徹会員

宮 城　香 織 様
みや  ぎ　　　か  おり

・職業分類　日本料理
・勤 務 先　（有）小六庵
・役　　職　取締役（女将）
・生年月日　１９７２年７月２７日生

推薦者：那谷忠雄会員、岡田靖弘会員

・職業分類　銀行
・勤 務 先　北陸銀行小松支店
・役　　職　小松エリア エリア統括 兼 小松支店長
・生年月日　１９６４年６月６日生



例会報告

例会報告

例会報告

メークアップ届
 7／5 湯浅第１回諮問委員会

2020年7月9日（木） アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 50名・出席数 40名・欠席数 10名・出席率 80.00％

ニコニニコニコBOX
能美ＲＣ会長　元山利朗様、能美ＲＣ幹事　関戸秀次様、能美ロータリークラブ様
加賀ＲＣ会長　守岡伸治様、加賀ＲＣ幹事　橋村昭廣様、加賀ロータリークラブ様
小松シティＲＣ会長　濱本哲成様、小松シティＲＣ幹事　松本賢一様、小松シティロータリークラブ様
寺田英夫、数左從光、松多伸悟、中澤宏介、湯浅外志男、岡田靖弘、山本省五、西　正次、蓮井正樹
北村　茂、大畑清三、中川公三、王生幸夫

メークアップ届
 7／2

 7／9
 7／9
 7／10
 7／13
 7／14

寺田、数左、松多、川本、中澤、髙野、杉本、山本省五、西

蓮井、北村茂、福島、大畑、岡田、澤守、中橋、後藤、東

寺田、中澤

北村茂、元、上原、髙野

寺田、中澤

寺田、中澤

寺田、中澤

新旧合同理事会

加賀ＲＣ
青少年奉仕委員会
能美ＲＣ
小松シティＲＣ
小松東ＲＣ

2020年7月16日（木）アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 50名・出席数 36名・欠席数 14名・出席率 72.00％

ニコニニコニコBOX
小松東ＲＣ会長　髙見健次郎様
小松東ＲＣ幹事　金子哲也様
小松東ロータリークラブ様
寺田英夫、数左從光、松多伸悟、中澤宏介
湯浅外志男、那谷忠雄、福島　徹、岡田靖弘
澤守麻希

メークアップ届
 7／16
 7／19
 7／26

西、中橋、塚本、本村、寺田、中澤

　　　　　　　　　　　　髙野

澤守、数左、江戸、上原、東、寺田、中澤

社会奉仕委員会
地区ローターアクト第２回会長幹事会議
親睦活動委員会

2020年7月30日（木） アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 50名・出席数 39名・欠席数 11名・出席率 78.00％

ニコニニコニコBOX
寺田英夫、数左從光、川本　樹、中澤宏介、蓮井正樹
岡田靖弘、那谷忠雄、上原邦弘、宮城香織

2020－2021年度 クラブアッセンブリー「新年度の方針と事業内容について」

岡田　靖弘 プログラム委員長・元　良典 インターアクト委員長 兼 ロータリー財団委員長
王生　幸夫 ローターアクト委員長・髙木　千鶴 米山奨学会委員長

2020年7月16日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3153回

★寺田 英夫会長  挨拶・報告 ★表敬訪問のご挨拶

2020年7月30日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3154回

★寺田 英夫会長  挨拶・報告

★卓話：国際青少年交換委員会　 長期留学帰国報告　宮城　 豪 様

★2019－2020年度   皆出席表彰：記念品贈呈

7月米山奨学金贈呈：ワヒユニ ファウジア 様

皆出席　15年皆出席表彰　岡田　靖弘 会員
　　　　20年皆出席表彰　杉本　雅規 会員
　　　　35年皆出席表彰　那谷　忠雄 会員

通算皆出席　10年通算皆出席表彰　福島　徹 会員

小松東RC
　会長：髙見健次郎様
　幹事：金子　哲也様

岡田　靖弘 会員 杉本　雅規 会員 那谷　忠雄 会員 福島　徹 会員



●第3154回例会（2020.7.30）長期交換留学派遣生卓話要旨

留学期間：2019年8月3日～2020年6月3日

　私は去年の８月からアメリカのカリフォルニ

ア、Fortunaに留学しました。私の家は過去に

４度ほど海外からの留学生を受け入れており、

私は小さいころから海外に興味がありました。

そして昨年の春、母から留学の話を聞き、渡航

することを決意しました。

　留学して間もないころは全てがキラキラして

いました。友達や家族、アメリカの街並み、食

事から何まで全てが新しく見えました。

　しかし、２ヵ月経ったころ壁にぶち当たりま

した。その壁とは、英語を思うように話せない

事でした。５割以上は聞き取ることができるよ

うになっていましたが、相手に自分の意思を自

由に伝えることができませんでした。私は翻訳

アプリを意地でも使いたくありませんでしたか

ら、自分で努力しようと思いました。そこで自

分自身のことをアメリカに生まれた生後間もな

い赤ちゃんだと思い込み、必死で英語を学びま

した。

　そこから１ヵ月ほど経った時、体育の授業で

ケーレブという少年に出会いました。彼は１８

歳で、２歳年が離れていましたが、国境の壁を

忘れさせてくれるほど親しく接してくれました。

彼と出会ってから自信を持つことができ、他の

生徒たちや留学生とも話す機会が多くなりまし

た。

　令和２年７月３０日午前、宮城　豪さんは和田愼司小松市長を訪ね、米国での約１０ヵ月の留学生活を

報告しました。『コロナ禍で３月上旬から自粛生活が始まったが、ホストファミリーや友人に支えられ、

無事、留学生活を終えることができたと、多くの人に感謝し、人と人との絆を大切にしていきたい』と

抱負を述べました。数左從光直前会長と寺田英夫会長が同行しました。

　そんな中、３月にコロナウイルスの影響で学

校が突然無くなってしまい、自宅での生活が始

まりました。ホストファザーは先生で、マザー

はビジネスアシスタント。コロナの影響で毎日

忙しく、私は一人になってしまいました。この

ままでは何もせずに留学が終わると思い、私は

家事や筋トレ、英語の勉強など時間を有意義に

使いました。

　今回の留学は決して大成功と呼べるものでは

ないと思います。しかし、一人の時間ができ、

普段の生活では気付くことのできない親や友達

の大切さ、行動力の重要さなど多くに気づかさ

れました。

　私の長期留学は、他の人には味わうことので

きない、特別なものになったと思います。この

経験をアフターコロナの時代に活かして行こう

と思っています。

　最後に、今回の留学でお世話になりました皆

様に心から感謝いたしております。ありがとう

ございました。

カリフォルニア州の留学体験報告

カリフォルニア州フォーチュナでホストファミリーや友人達と
（宮城豪さん右端）

7月30日  宮城  豪さん 小松市長に留学報告

石川工業高等専門学校

　（建築学科２年生）

宮城　豪さん（17歳）

ごう



ニコニコBOXの年間達成目標 1,500,000 円 ニコニコBOX7月末の累計金額 295,000 円

7月誕生祝い

2日　江戸　恒介会員
9日　上田　　真会員
27日　宮城　香織会員

3日　北村　和久会員
14日　寺田　英夫会員

8日　元谷芙美子会員
25日　東　　和央会員

　1955年8月に設立された歴史ある
小松RC の2020-2021年のクラブ会報
委員長となり、身の引き締まる思い
です。
　会員はもとより対外的にも、65年
の歴史ある小松 R C の１ページを伝
えるべく、会員の皆様と共に紙面の
充実に努めて参ります。１年間よろ
しくお願い致します。       （大畑）

編集後記

●2019～2020年度 育英金　小松市教育委員会へ寄付

●第１回社会奉仕委員会開催

　小松 R C では、青少年育成事業の一環として小松市内全

23小学校の図書購入費として、2014年度から育英金として

会員から募り、小松市教育委員会に寄付をしています。

　2019-2020年度の育英金は 7月30日、数左從光前会長と寺

田英夫会長が石黒和彦教育長を訪ね23万円の目録を手渡し

ました。

　社会奉仕委員会では７月16日、安宅住吉神社において北村嘉
章宮司から神社の歴史について学ぶとともに、北前船船主の瀬
戸家を見学しました。
　その後、一浪で第１回社会奉仕委員会が開き、村田正彰氏か
ら小松の歴史にまつわる話を聴くことができました。
　今後も社会奉仕委員会では、小松市内の歴史、文化、自然の価
値に関し元気づける散策ルートなどを再発見するための活動を
推進することを誓い合いました。（人間尊重委員会  中橋勝美）

●表敬訪問のご挨拶

能美RC
7月9日（木）

小松東RC
7月16日（木）

加賀RC 小松シテイRC

7月16日（木）

7月30日（木）

北國新聞朝刊（7月31日付）

《新型コロナ感染対策》
　写真撮影時のみ一部マスクを外して
撮影していますが、例会等ではマスク
を着用するなど、新型コロナウィルス感
染症防止対策を講じて開催しています。


