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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

　２０２０〜２０２１年度のＲＩ会長 ボルガークナーク氏は、「ロータリーは機会の扉を開く」と

テーマを掲げています。新型コロナウィルス感染症の影響が続く中、小松ロータリークラ

ブも新しい企画にチャレンジすると共に地域に変化をもたらし、活性化してまいります。

◆スローガン

良い縁を活かそう
「縁尋機妙」「多逢勝因」

第２回社会奉仕委員会

〜 小松のふる里再発見 〜〜 小松のふる里再発見 〜

　社会奉仕委員会では１０月１５

日、寺田英夫会長をはじめ西正

次社会奉仕委員長ら５人が小松

天満宮や兎橋神社、建聖寺、多

太神社の順に巡り、小松のふる

里を再発見しました。

　松尾芭蕉は奥の細道の行脚で

小松の街を巡り、俳句などを通

じ当時の人々と交流をしました。

今なお街並みが残る歴史ある家

屋、寺社、神社などを、当時の

芭蕉を想像しながら、社会奉仕

委員一行は見聞を深めました。

　小松天満宮の北畠宮司から、

多太神社では中山哲郎神社総代

から芭蕉の句、歴史に残る芭蕉

の像、兜、巻物などの説明を受

け、参加者一同は感動しきりで

した。（中橋勝美社会奉仕委員） 多太神社

１０月１５日（木）



  「加賀伝統工芸村  ゆのくにの森」をオープン
させて間もなく、当時小松ロータリークラブの
故篠岡芳治氏が訪ねてこられました。
　小松ロータリークラブへの入会のお誘いでし
た。ロータリークラブには、主人が加賀ロータ
リークラブのメンバーだったことから、活動の
内容も深く理解しており、前向きに考えて入会
することになりました。1990年、2610地区初の
女性ロータリアンとして入会させていただきま
した。30年前のことです。
　地区の活動も多くなり、2610地区増強委員長
として、日々とても忙しい毎日となりました。
メンバーの増強が大きな目標であった時期で、
故仲谷純三氏・故黄木茂氏と毎月増強の打ち合
わせを小松市内の喫茶店で行ったことも、懐か

しい思い出となっています。
　結果、地区の成績が全国表彰を受けることに
なりました。努力の甲斐があったと嬉しく感じ
ました。
　2002年〜2003年、大役と思いましたが、小松
ロータリークラブ会長に就任させていただきま
した。
　2005年10月には、小松ロータリークラブ創立
50周年の記念式典が、「石川県こまつ芸術劇場
うらら」で盛大に開
催されました。故３
代德田八十吉氏が大
会委員長、私は実行
委員長をさせていた
だきました。
　入会30年を経過し、
今は最前線を一歩引
いた会員として、小
松ロータリークラブ
の発展を見守らせて
いただいております。

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 ～

２００２〜２００３年

第４８代会長

新滝　淳子

　　　　　　　　　　　潟に初めて竹チップを利用

　　　　　　　　　　　した水草園をつくることに

　　　　　　　　　　　挑戦した。

　　　　　　　　　　　　２０１３年５月には完成し、

　　　　　　　　　　　木場潟再生プロジェクトの

大井貞夫さんの説明後、符津小学校の児童たちとと

もに、水生植物のアサザを金網に結ぶ作業をした。

そして、まだ冷たい木場潟に入り移植した。

　２年後には一面にアサザ

が繁殖した。しかし、２０１８

年の春には何故か分からな

いが、いっこうにアサザが

見られず全滅した。すぐに

再移植を試みたがいずれも

失敗。原因が分からずに次の年も移植。しかし、や

はりだめだった。ところがこれはカメ（ミドリガメ）

＝ミシシッピアカミミガメの食害と分かった。

　今年９月にＲＣのメンバー１０人と、網で囲った９

㎡の装置を水草園に作り、そこにアサザを移植した。

更に、ミシシッピアカミミガメ捕獲用カゴを仕掛け

た。その結果、甲羅が２０㎝〜４０㎝のミシシッピア

カミミガメが１０匹掛った。カメの食欲には驚かされ

た。

　来年の春は、再度面積を大きくし、アサザとオニ

ビシの移植をする予定です。

『木場潟に大型水草園設置』
本村公志社会奉仕委員

　２０１２〜２０１３年度、中川公三会長、嶋田俊一郎

幹事の時、木場潟の水質浄化及び水生植物の復活を

計るための計画を申請した。

　　　　　　　　　　　木場潟には、昭和５０年初期

　　　　　　　　　　の頃までは、潟一面に水生植

　　　　　　　　　　物が繁殖し水質もきれいだっ

　　　　　　　　　　た。しかし、工場排液や地域

　　　　　　　　　　の住宅からの排水、農薬によ

　　　　　　　　　　る汚染、外来種の「草魚」の

放流による食害等で、徐々に減少していった。

　昭和５６年頃には、水生植物は消滅し水質の悪化も

顕著となり、平成に入った頃には全国２００ある湖沼

の内、ワースト２位にまでになった。この事は、地

域の小学生が夏休みの自由研究による３年間にわた

った調査の発表で明らかになった。

　驚いた地域の住民や行政が立ちあがり、令和に入

った現在では意識の改革や行政の指導のもと工場排

水の規制、農薬の規制、住宅からの排水の改善によ

り、水質もずいぶんきれいになり、水生植物の復活

も見られるようになった。

　小松ＲＣでも、水生植物の増加と水質の改善のた

め、県土木、森林組合、小松市の応援のもと、木場



★寺田 英夫会長  挨拶・報告

2020年10月1日　観月例会 アパホテル＜小松グランド＞第3162回

　中秋の名月とは、旧暦 8 月15日の夜に見える

月の事で私たちの現在使っている太陽暦では

2020年は10月 1 日となります。

　一年には「春夏秋冬」の四季があり、旧暦で

は三か月ごとに季節が変わり

「一・二・三月」は春　「四・五・六月」は夏
「七・八・九月」は秋　「十・十一・十二月」は冬
と分けられます。

　そして、それぞれの季節に属する月には、

初・中・晩　の文字をつけて季節を細分して表

現してきました。中秋の名月をめでる習慣は、

平安時代に中国から伝わったと言われ日本文化

に大変なじんでいます。

　旧暦では、新月（朔）の日がその月の朔日

（ついたち）になり、満月（望）は毎月15日と

決まっていました。一方、天文学的な意味での

満月は地球から見て太陽と反対方向になった瞬

間の月のことを指し、若干ズレがあります。

　日本では古くから、月の欠け方に固有の名前

を付けて、文学・和歌・俳句などに季節を感じ

る言葉として親しんできました。

　三日月、上弦の月、十日月、満月、十六夜、

立待月、居待月、寝待月、、、、皆美しい言葉

です。

　満月近くに見える月の暗い部分の模様を日本

では「ウサギの餅つき」と見立てていますが、

世界中の各民族では、動物、魚、人の顔等様々

な発想で形を表現していて面白いです。

　太陽と月と地球の関係は実に絶妙な偶然で成

り立っているのです。

 ～ 中秋の名月 ～
●第3162回例会（2020.10.1）卓話要旨

㈱ダイモール

取締役会長

（小松シティＲＣ）

大杉  忠夫 様

　地球と月の距離は平均38万キロ、地球と太陽

の距離は1億5000万キロ、約400倍遠くにあります。

　一方大きさは、月は直径3500キロ、太陽は140
万キロで約400倍あります。つまり、地球から見

ると、月も太陽も見かけはほぼ同じ大きさに見

えるのです。この１/400 の偶然が月食や日食の

見える原因となり星の世界の様々な現象のひと

つになっています。太陽系の他の惑星では決し

て起こらないことが地球では月食・皆既日食な

どとして楽しめるのです。

　皆既月食は地球の半分地域で見る事が出来ま

すが、皆既日食は狭い皆既帯だけでしか見る事

は出来ませんし地球の 7 割は海です。これから

日本国内で皆既日食が見えるのは2035年9月2日

㈰までありません。しかもこの皆既日食は能登

半島から北関東を通る日本横断の大きな日食と

なり、石川県では能登半島全域が皆既帯の中心

に入ります。

　15年先のお話で

すが、私は何とし

ても和倉温泉加賀

屋さんの部屋から

眺めてみたいと思

っています。

例会報告

メークアップ届
 9／24 杉本、小林、山本正敏、岩崎、寺田、中澤会場委員会

2020年10月1日（木）アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 50名・出席数 41名・欠席数   9名・出席率 82.00％

ニコニニコニコBOX
小松シティロータリークラブ　大杉忠夫様
寺田英夫、松多伸悟、中澤宏介、山本省五
元　良典、後藤　充



　自分は今年の２月から小松ロータリークラブ
に入会させていただきました。
　しかし、このコロナ禍の中、まだみなさんと
お話できていないので、まず自分自身のことを
少しでも知っていただこうと思い、今回は入会
して間もない私自身のことと今勤めている弊社
㈲岩崎産業についてお話させていただきます。
よろしくお願いします。
　まず私は１９８５年９月１日に小松市にて父
克己、母　外代美の長男として生まれました。
子どもの頃は体が弱く、小児喘息を患っており、
よく風邪を引いていました。
　小学校に上がる頃には体力をつけるために水
泳に通ったり、計算力がつくよう、そろばん塾
にも通ったりしていました。そのおかげで計算
するときには今でも頭の中にそろばんが浮かん
できて足し算引き算であれば二桁くらいまで、
暗算することも可能です。
　そして小学校３年生のときに芦城少年野球ク
ラブに誘われて以降小学校、中学校、高校とず
っと野球部に所属し野球をしていました。
　私は野球を通じてさまざまなことを学ばせて
いたと思いました。
「室内では帽子を取る、あいさつをしっかりす

る」というような基本的な礼儀を教えていただ
きました。また、一緒に練習する中で、苦楽を
共にした仲間は今でもかけがえのない親友です。
　また、高校時代の練習を思い出すと今でもゾ
ッとするくらい、トレーニングや走りこみなど
体力的にきついことばかりだったように思いま
す。そのおかげで精神的にも鍛えられ、仕事の
時でもきついことがあったときにも何とかやっ
てこられたように思います。
　その後、今の会社岩崎産業に勤めることとな

●会員卓話要旨  　～ 岩崎産業と私 ～

㈲岩崎産業

専務取締役

岩崎  正希 会員

りました。それでは、次に㈲岩崎産業について
お話します。
　岩崎産業の創業者が祖父の岩崎吉太で、最初
は 岩崎建具工業とう建具屋さんから始まりまし
た。祖父は職人気質な性格だったと祖母から聞
いております。
　そして、昭和５０年に㈲岩崎産業になり、今
現在は祖母が会長を務め、父の岩崎克己が社長
を務めています。本社工場では主にトイレブー
スという大型商業施設や学校関係、オフィスな
どにあるトイレの仕切りになるパネルを製作し
ております。またランニングパネルというホテ
ルや旅館などホールの大きな部屋を仕切るよう
なパネルも製作しています。
　次に、第二工場ではさまざまなドアの骨組み
を鉄で作ったり、また、業者より納入したアル
ミの型材を切断し、さまざまなビスや鍵を取付
けるための穴を加工したりと、主に鉄やアルミ
関係の製品を扱っています。
　今後の岩崎産業として、現状は機械も古いも
のが多く、作業環境もまだまだ重いものを運ん
だり、体力が必要な仕事が多いです。ですので、
今後はより一層、工場内を機械化、効率化して
いき、どんな方でも誰でも定年まで働きやすい
環境の会社にしていきたいと思っています。
　また工場も老朽化しておりますので、今二つ
に分かれている工場を移転し、一つにまとめて
一新し、従業員同士の横のつながりを強化し、
お互いに協力し合える会社にしていきたいと思
います。
　自分自身としても、小松ロータリークラブや
日々を通じて出会う人との【縁】を大切に【我
以外皆我師】（われいがいみなわがし）自分以
外みな我が人生において先生であるという言葉
を大切にし、謙虚な心を忘れずに、まだまだロ
ータリアンとしては未熟な私ですが、さまざま
な行事に参加させていただき、ロータリーの精
神を学ばせていただきたいと思っております。
よろしくお願いします。
　本日は、貴重な卓話の機会をいただきまして
ありがとうございました。

2020年10月8日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3163回

★寺田 英夫会長  挨拶・報告

★幹事報告　１０月１日よりロータリーレートが１＄１０５円に変更（１０６円より変更）

例会報告 2020年10月8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 寺田英夫、松多伸悟、中澤宏介

10月米山奨学金贈呈：ワヒユニ ファウジア 様



2020年10月15日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3164回

★ビジター紹介：小松ローターアクトクラブ   上出　一就 会長

2020年10月22日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3165回

（１）編集局について
　編集局には、記事の題材を取材し、原稿にまと
める外勤部門と、その記事の紙面レイアウトなど
を担当する内勤部門がある。
　外勤部門として、政治部は県内の政治の動きを
追い、経済部は石川、富山県内の企業を取材対象
にしている。社会部は事件や事故、街の話題を中
心に取り上げ、文化部は芸能や文化、教育、医療な
どのテーマを持って紙面で紹介している。支社・
総支局は、各市町に配置されており、ジャンルを
問わず、地域の動きを追っている。内勤では、編

●会員卓話要旨　～ 地元紙の役割について ～

北國新聞社

小松支社長

水口  慶彦 会員

集部は見出しを付けたり、紙面のレイアウトを担
当しており、デジタル編集部はホームページの記
事の紹介などを担っている。新たに「地方部」が
設けられ、地方面の１ページを特定の市町のニュ
ースで構成する「ふるさと新聞」を毎月第３日曜
日に掲載している。

（２）略歴について
　名古屋市出身で２００４年に入社した。社会部や
政治部、東京支社報道部、経済部などを経て、今年
の３月に小松支社に異動した。新聞記者として、
やりがいを感じるのは、読者の反応が伝わってき
た時だ。取材相手から「記事を書いてくれてあり
がとう」「あの記事よかった」と言われるのは何
よりの励みとなっている。自分の書いた記事が読
者の役に立っていることを実感できた時も、やり
がいを感じる、歴史に残る場面を間近に見ること
ができるのも、記者としてやりがいを感じる。

例会報告 2020年10月15日（木）アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 50名・出席数 33名・欠席数 17名・出席率 66.00％

ニコニニコニコBOX 寺田英夫、中澤宏介、岡田靖弘、水口慶彦、北村　茂

　自分は、職業分類　スキーチューンナップメン
テナンスですが、その他に米作り、たけのこ、シ
ューズ全般のオリジナルインソール作成などの個
人経営をしています。
　今回の卓話は、米作りの話をしますのでよろし
くお願い致します。自分は普通に米作りしている
と思っていますが、周りが変わっとるんなーとい
うもんですから今回の演題にしました。
　家の米作りは、減農薬自然栽培方法で行ってい
ます。化学肥料なし、除草剤なし、消毒なし、田
んぼの力を信じて日々農作業に励んでいます。当
然のこと収量は少なく、一反あたり３００キロから
３７０キロで俵数にして５俵から６俵しかないので

 ～ ちょっと変わった人生 ～
●第3165回例会（2020.10.22）卓話要旨

アグリースキークリニック

代表

（小松シティＲＣ）

安田  和夫 様

すが、その分美味しい米ができるのと環境への配
慮、安全安心、過剰生産による減反をなくす方向
性が見出せる等々想いを馳せて取り組んでいます。
経営としては大変ですが、未来への道しるべと、
持続可能なシステムになれば良いかな。
　なぜこうなった。子供ができて農薬散布や使用
したくない、今置かれた環境の中で、どこまで良
い物そして求められる物を生産できるのか、作っ
たし買ってくれるやろへの疑問、地域格差をどう
埋めるか、３割減反なら３割収量を落とせばいい
がんではと思い１５年前から挑戦が始まりました。
現在はおかげさまで、県内はもとより遠方からも
発注、発送の依頼が入ります。
　今後もさらに変わった人生を歩んでいきます。
他にもお話色々ありますが、機会があればよろし
くお願いします。
　本日はありがとうございました。

【紹介者】蓮井正樹会員



2020年10月29日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3166回

　この度は、小松ローターアクトクラブの活動紹介をさせていただき、誠に

ありがとうございました。

　小松ローターアクトクラブの活動を継続していく中で、皆様のご理解は欠

かせません。一方的に頼るのではなく、双方向にメリットのある関係を築き

たいというのが私の思いです。小松という地域を盛り上げていくためにも、

今後ともどうぞよろしくお願い致します。

例会報告

メークアップ届
10／8
10／12
10／15
10／15

10／16
10／16
10／22

寺田、松多、川本、中澤、髙野、杉本、西、蓮井、大畑、岡田、澤守、後藤、東
澤矢
西、中橋、本村、寺田、中澤
福島、東、本田、王生、岩崎、北村和久、北村　茂、水口、宮城、本村、中橋、中澤
那谷、西、岡田、大畑、澤守、澤矢、髙木、髙野、寺田、山本省五、山﨑、湯浅
澤矢
　　　寺田
澤矢

10月定例理事会
小松シティＲＣ
社会奉仕委員会
小松ＲＡ

七尾ＲＣ
地区大会信任状委員会
加賀ＲＣ

2020年10月22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
寺田英夫、松多伸悟、中澤宏介
蓮井正樹

例会報告

メークアップ届
10／22
10／27

大畑、水口、寺田

　　　　　　　　　　　山本省五、東
クラブ会報委員会
中学校職業アドバイザー派遣推進事業

2020年10月29日（木）アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 50名・出席数 31名・欠席数 19名・出席率 62.00％

ニコニニコニコBOX
寺田英夫、数左從光、松多伸悟、中澤宏介、中田一於

《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。

　日本のエネルギー政策は「３Ｅ＋Ｓ」を基本と

しています。具体的には、原子力の安全確保

（Safety）を大前提に、３つのＥ、すなわち安定供

給・自給率の向上（Energy  Secuity）、効率的で

安い価格（Economy）、気候変動など環境保全

（Enviromental  Conservation）に努めることです。

「３つのＥ」はどれも重要であり順位付けは難し

いのですが、電気が生活において必要不可欠にな

り停電が与える社会的影響の大きさを考えると、

●会員卓話要旨 ～ 電気事業の現状について ～

北陸電力㈱小松支店

支店長

北村  和久 会員

安定供給がこの３Ｅの中でもベースであると言っ

ても良いと思います。

　脱炭素社会の実現に向け、化石燃料に過度に依

存しないエネルギー構成を目指す際には、この安

定供給を念頭に、再生エネか石炭（原子力）かと

いう二者択一的な考えではなく、電源選択肢を維

持した上で技術革新を進めることが、エネルギー

自給率の低い日本において必要と考えます。

　北陸電力は「低廉で良質なエネルギーを安定的

にお届けする」ことを経営理念とし、北陸各所に

水力・火力・原子力・太陽光発電などを建設する

ことで、北陸地域への電力の安定供給に努めてき

ました。本年４月に送配電部門を分社しましたが、

引き続き、北陸地域の生活や産業を支え、地域の

活性化に北電グループ全体で貢献し、地域ととも

に更なる成長を目指してまいります。 

ニコニコBOXの年間達成目標 1,500,000 円 ニコニコBOX10月末の累計金額 515,000 円

10月誕生祝い
1日　後藤　　充会員
30日　水口　慶彦会員

10日　髙木　千鶴会員
30日　西木戸秀幸会員

18日　中橋　勝美会員

●小松ＲＡＣ活動報告 10月15日（木）

会長  上出  一就 様


