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九谷セラミック・ラボラトリーを見学

１１月１９日（木）　職業奉仕委員会では１１月１９日、会員３０人が出席

し梅八で食事をした後、ソーシャルディスタンスを保

ちながら４班に分かれ、九谷セラミック・ラボラトリー

（CERABO KUTANI）を見学しました。

　 C E R A B O  K U T A N I では、製土工場の花坂陶石の

質の高い磁器土を製造する工程を見学し、九谷焼の伝

統に触れることができ

ました。

　製土工場やセラボギ

ャラリーを見学した後、

世界的建築家である隅

研吾氏が設計した斬新

な建物を背景に記念撮

影も行われました。

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

　突然やってきた新型コロナウイルスは、我々のこれまでの生活様式を一変させました。普通に

暮らせること、また、働けることがどんなに幸せなことだったか、改めて感じました。

　ロータリークラブも例外ではなく、普通に行えた恒例行事も中止や延期もありました。しかし、

これを機にウィズコロナを意識しながら、小松の歴史と伝統を守り続けてまいります。

◆スローガン

良い縁を活かそう
「縁尋機妙」「多逢勝因」



　昭和59年12月、仲谷先生の推薦でも正直いっ

ていやいやながらの入会でした。青少年委員会

に配属され、63年ＩＡＣ委員長に。この時、小

松商業・工業高校のＩＡＣの生徒達やＲＡＣの

メンバーを引き連れて白山登山。初めての登山

で「もう登れん」「帰りたい」と言いながら室

堂に着いた時の感動と笑顔が忘れません。あの

時の生徒達は今は立派な大人になっていること

と思います。

　更にこの時期に小松鉄人レースのボランティ

アとして参加（ＩＡＣ、ＲＡＣ）。初めて、こん

な大会があることを知った。78才の男性、72才

の女性の選手、こんな老人（！？）が100Ｋ走れ

ることに驚きを感じた。この事が私の人生の転

機になりトライアスロンにのめり込むこととな

った。

　平成15年、49代目の会長に就任。初仕事は前

川の不法投棄のごみ回収作業。４トントラック

２台分、重機を使ってテレビ、冷蔵庫、タイヤ、

自転車、オートバイその他の回収は大変な作業

でした。

　平成16年、小松駅

の「未来へ」のモニ

ュメントは今も健在

です。

　その後、ガバナー

補佐も体験し、ＲＣ

の楽しさは年輪を重

ねて初めて分かるこ

とと思った。

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 ～

２００３〜２００４年

第４９代会長

本村　公志

2020年11月5日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3167回

例会報告

メークアップ届
10／29
11／2
11／4

寺田、数左、松多、中澤、澤守、杉本

　　　　　　　　　　澤矢、上原、北村和久、髙野、大畑、東、山本省五

　　　　　　　　　　澤矢、上原、北村和久、髙野、大畑、元、山本省五

選考委員会
小松工業高校　職業講話（1年生）
小松商業高校　職業講話（2年生）

2020年11月5日（木）アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 50名・出席数 35名・欠席数 15名・出席率 70.00％

ニコニニコニコBOX
寺田英夫、数左從光、中澤宏介、山本省五
西　正次、岡田靖弘、大畑清三

★寺田 英夫会長  挨拶・報告

★幹事報告　１１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）

★各委員長報告　秋の叙勲　瑞宝小綬章　受章祝い：山本  省五 会員

元県職員で県民文化局長などの要職を歴任。

在職中は環境や福祉分野の職務にも精励されるなど、長年にわたり

地方自治に貢献されたことが認められ、秋の叙勲で「瑞宝小綬章」

を受章されました。

ー  秋の叙勲で瑞宝小綬章に輝く  ー

山本省五さん  おめでとうございます！！



●第3167回例会（2020.11.5）卓話要旨

【紹介者】寺田英夫会員

小松のもう一つの歴史   多太八幡宮と實盛之兜

實盛之兜保存会　会長

多太神社　神社総代

中山  哲郎 様

　多太神社の縁起によると多太神社が創建されたの
は武烈天皇５年西暦５０３年で多太神社の元の神社で
ある舟津松ヶ中原八幡宮と八塩大明神の二社を建て

られました。その頃越前にお出でました男大迹王子
後の継体天皇が神様のご神託を受けて大川（後の手
取川）南岸の篠原の地に海の守り神様である八塩大
明神（本体は住吉大神）を北岸の川の中州に舟津松

ヶ中原八幡宮（主神を衝桙等乎而留比古命と八幡神）
を鎮座されました。その頃の手取川は今は本流が美
川の方へ流れていますが、和同・養老年間（７００年
代初め）の大洪水が起こる前までは本流は鶴来→埴
田→若杉→木場→粟津北→月津南→篠原へと流れて
いて、今の本流は平楽河と呼ばれていて手取川の一
支流でした。その本流の一筋が木場→舟津村→今江
へと流れていてその川の流れの両側に守り神様とし
て建てられました。その後篠原の八塩大明神社は末
社の小松多太神社の方が人々の崇敬を集めて本社の
八塩大明神が末社となり多太神社が本社になりまし
た。花山法皇が小松に行幸の後、花山法皇の遺勅に
より寛弘五年（１００８）に舟津松ヶ中原八幡宮を小松
多太神社へ遷宮され、ここに多太八幡宮として鎮座
されました。この多太八幡宮の宝物の實盛之兜です
が最初に作られたのが源満仲（多田満仲）で十世紀
末（九百年代終わり頃）に活躍した人です。つまり
この兜は一千年以上の歴史があるという事です。そ
してこの兜は代々の源氏の頭領に引き継がれていっ
て、源義朝が頭領になった時、保元の乱が起こり、源
義朝は平清盛と共に後白河天皇側に付き兵を挙げま
した。その時義朝に従って参戦したのが、斎藤別当
實盛でした。当時實盛は武蔵の長井庄の荘園の庄司

（別当）でした。その長井ノ庄の領主が義朝公だった
ので実盛も義朝・清盛の下で戦って手柄を立てたの
で、その褒美として源氏代々の重宝の兜を下賜され
たのでした。ところが今度は平治の乱が起こって源
義朝と平清盛が敵同士になりまして清盛によって義
朝結局殺されてしまって、義朝の持っていた長井の
庄の荘園が清盛の息子の平宗盛の領地に変わったの
で、そこを管理していた實盛もその時点で領民と一
緒に源氏から平家へと鞍替えしたのです。その後に
起きた源平大合戦（治承寿永の合戦）では実盛は平
家方の武将として平維盛を総大将とする平家の軍勢
に加わり倶利伽羅の合戦・篠原の合戦と大活躍した
のでした。篠原の合戦では実盛御年七十三歳の老武
者だったので若武者に侮られてはならぬと髪髭を染
めて平宗盛公より拝領した大将クラスが着る赤字錦
の直垂を着て敵方に悟られぬようにと戦に臨んだの
でした。そして篠原の合戦において源氏方の若武者

つきほことおるひこみこと

お ほ どおうじ

手塚太郎光盛と対峙することになったのですが、手
塚光盛にすれば大将クラスの格好をしているが従う
ものが誰もいない不思議な相手だと思いながらも若
武者の力によって捻じ伏せ首欠ききったのでありま
すが光盛にすれば不思議な相手だと思って自分の総
大将である源（木曽）義仲公の面前へ首を差し出し
たのでした。義仲公その首を見るなり何か感ずると
ころがあったのでした。どうも自分の小さい頃の命
の恩人である斎藤實盛公ではないかと思ったのです
が義仲公あまり顔をはっきり覚えていなくて、そこ
で實盛公のことをよく知っている義仲配下の樋口次
郎兼光呼び出して首実検させたところ樋口兼光はま
さしくこの首は實盛公のように見えるが自分が知っ
ている實盛公はすでに髪髭に白髪が混じっていたの
だが、この首を見ると真っ黒な髪髭をしているのが
腑に落ちないというので、後々言われる首洗いの池
でその首を洗ったところ真っ黒な髪髭から墨が落ち
て白髪が現れた。それを見た樋口次郎兼光は「あな
むざんやな斎藤別当にて候」と云った、それを聞い
た木曽義仲公もはらはら涙したと謂われています。
義仲公より實盛公の遺品を多太八幡宮へ奉納して供
養していただいたのでした。
　時代が下って応永２１年（１４１４）遊行１４世他阿太
空上人が北陸巡錫の折、篠原の地近くの潮津に道場

（お寺）があってその道場で太空上人七日七晩のお説
教をしていたところその中日に白い装束の亡霊が現
れ自分を救ってくれ済度してくれと頼むのだった。
その亡霊、太空上人には見えるけれど他の参拝者に
は見えなかったという。太空上人はこの亡霊はどう
も斎藤實盛がまだ成仏してなくて現れたのだと思っ
てお経を唱えて回向をされて、その時實盛の霊には

まだ法名も付いてなかったので太空上人は實盛に真

阿という法名を御付けになって實盛の霊を鎮めた。
そして實盛の遺品を納めてある多太神社へも参内し
て實盛の回向祭を行ない卒塔婆の札というか回向札
を納められた。その後の歴代の遊行上人は北國巡錫
の毎に篠原の實盛塚で實盛の追悼をし、多太神社に
社参して回向祭をして回向札を納めるを恒例としま

した。後にその言い伝えを聞いた能楽作者の世阿弥
が謡曲「實盛」を書き上げました。そして俳諧師松
尾芭蕉が元禄二年（１６８９）奥の細道の旅に出て旧暦
７月２５日多太八幡宮へ詣でて實盛の甲冑を拝して２７
日に「あなむざん兜の下のきりぎりす」の句を奉納
して頂く。芭蕉は木曽義仲に心酔していたので義仲
が奉納していた實盛の甲冑には特に思い入れがあっ
たのでは！芭蕉は奥の細道の旅を終えたのち奥の細
道紀行を書くにあたって多太神社で詠んだ句の上の
五句を「あなむざん」から「むざんやな」に変えて
「むざんやな甲の下のきりぎりす」と読み替えてい
ます。
　その兜が明治３３年に国宝になり、そして昭和２５
年に文化財保護法が出来ましてその下でこの兜が昭
和２５年の８月に国の重要文化財という事で再指定さ
れまして現在に至っているということです。

ま

あ

ぜ あ み



2020年11月12日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3168回

★寺田 英夫会長  挨拶・報告
11月米山奨学金贈呈：ワヒユニ ファウジア 様

★各委員長報告 ☆地区大会表彰　・長寿ロータリアン（満85歳以上90才未満）：湯浅外志男 会員
　　　　　　　　・ロータリー財団累積50万＄達成クラブ：小松ＲＣ
☆公益財団法人ロータリー米山記念奨学生選考面接官  委嘱状伝達：髙木 千鶴 会員

　卓話題名（日馬和り）（詠み方：ヒマワリ）の

意味：ヒは日本の「日」、マはマレーシアの

「馬」、ワは平和、和みの「和」で、日本とマレ

ーシアの平和な関係という意味を取って、名を

付けた。

※マレーシアの漢字表記は「馬来西亜」である。

　マレーシアは赤道の近くに位置する連邦立憲

君主制国家である。日本から直行便で約７時間

かかる。マレーシアはマレー半島の西マレーシ

アおよびボルネオ島の東マレーシアから構成さ

れている。首都クアラルンプールは西マレーシ

アにある。マレーシアの面積は約33万㎞で、日

本よりやや小さいが、人口は３千万人で、日本

の人口よりはるかに少ない。マレーシアの国語

はマレー語だが、公用語はマレー語と英語であ

る。中国語とタミール語は公用語ではないが、

店の看板やメニューなどでもよく見かけられる。

通貨単位はリンギットで、ＭＹＲまたはＲＭで

記される。マレーシアは多民族国家で、マレー

系（65％）、中華系（24％）、インド系（８％）と

少数民族（３％）で構成されている。私は中華

●米山奨学生卓話要旨
～ 日 馬 和 り ～

ひ　　ま　　わ

米山奨学生
りむ　 　  し おん

（国籍：マレーシア）

（加賀ＲＣ）

練　詩安さん

系で、中国語漢字の名前を持っているのもその

理由である。

　日本外務省の統計によると、 2018年10月１日

の時点でマレーシアに在留している日本人の人

数は２万6555人となり、前年同期より8.8％増加

した。マレーシアは在留日本人数が多い国の12

位になっている。また、ロングステイ財団の調

査より、日本人が移住したい国の１位は2006年

から13年連続でマレーシアだそうだ。その理由

は、マレーシアの物価が安いし、親日国である

からだ。マレーシアは建国した年（1957年）に

早々日本と外交関係を樹立した。更に、1981年

に当時のマレーシア首相が「日本から学ぶ」と

いう、「東方政策」を提唱し、日本との関係を一

層深めた。貿易の面では、マレーシアにとって

日本は主要な輸入先と輸出先のひとつであり、

重要な貿易パートナーになっている。2016年の

時点で、約1，400の日系企業がマレーシアで活動

していて、日本の投資によって約42万人の雇用

を生んだようだ。実は30年前、父は日系企業で

働いたことがあり、日本に来ようと思っていた

が、日本より魅力のある女性（私の母）に出会

って、結婚して、日本に来ることを諦めた。し

かし、父はその夢をこの娘の私に託して、私を

日本に行かせた。親から離れて海外で一人暮ら

しの生活を始めた私は、知識面だけではなく、

精神的にも大きく成長した。ロータリーの奨学

金を頂いたおかげで、勉学に専念できて、心よ

り感謝している。

カウンセラー：新滝  顕人様（加賀ＲＣ）
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湯浅外志男 会員 髙木　千鶴 会員



2020年11月19日　職場例会 梅　八第3169回

★寺田 英夫会長  挨拶・報告
★職場例会　九谷セラミック・ラボラトリー（CERABO KUTANI）施設見学

2020年11月26日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3170回

★寺田 英夫会長  挨拶・報告
★ビジター紹介：小松シティロータリークラブ　吉田　正樹 様

例会報告

メークアップ届
11／5
11／10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山本省五

　　　寺田、数左、松多、中澤、髙野、杉本、西、北村茂
　　　蓮井、福島、岡田、大畑、澤守、後藤、東

中学校職業アドバイザー派遣推進事業（中海中学校）
11月定例理事会

2020年11月12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
加賀ロータリークラブ　新滝顕人様
寺田英夫、中澤宏介、湯浅外志男、那谷忠雄、蓮井正樹、岡田靖弘

ロータリー財団地域セミナー

例会報告

メークアップ届
11／24 湯浅

2020年11月26日（木）アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 50名・出席数 37名・欠席数 13名・出席率 74.00％

ニコニニコニコBOX
小松シティロータリークラブ　吉田正樹様
寺田英夫、松多伸悟、中澤宏介、蓮井正樹、岡田靖弘、德田八十吉

例会報告

メークアップ届
11／14
11／15

元
松多

第２回地区ロータリー財団委員会、ロータリー財団学友会報告会
ロータリー・リーダーシップ研究会（ＲＬＩ）パートⅡ

2020年11月19日（木）梅八 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、数左從光、松多伸悟、中澤宏介

（集合）梅八（食事・例会）→ バス移動 → 九谷セラミック・ラボラトリー（施設見学）
　→ バス移動 → 梅八（解散）

　私は小松市に生まれ、小さな頃から生き物が

好きで小学生の時から熱帯魚の飼育に夢中にな

り、その流れで手取観光株式会社（手取フィッ

シュランド）に就職し20年ペットの管理、販売

に携わっておりました。その時にお客様が保護

した隼（ハヤブサ）の世話をする機会があり、

鷹を飼い始めるきっかけとなりました。その鷹

の訓練を通して日本の鷹狩りの技術、放鷹術が

現代にも残っていることを知りました。

　私は1700年にわたり継承されてきた伝統文化

の技術の奥深さに大変感銘を受け、この技術は

後世に繋いで行かなければと感じました。

●第3170回例会（2020.11.26）
　卓話要旨

放鷹術の技と心を後世に。

株式会社　鷹丸

代表

吉田  剛之 様

そこで鷹狩りの技術を応用し社会に貢献出来る

職業として成り立つことは出来ないかと考え、

鷹は鳥類の食物連鎖の頂点にいることから、害

鳥対策に活かせるのではと気づきました。対象

となる害鳥は、カラス、鳩、ムクドリなどです。

工場、ホテル、農地や街路樹等様々な場所で害

鳥被害があり、鷹を飛ばし追払っています。鷹

を害鳥対策で飛ばすためには、放鷹術の技術を

応用し鷹を訓練します。鷹を訓練するために一

番大切なことは「鷹を主人と思う」です。人が

鷹を従わせるのではなく、人が鷹に仕えるよう

に、常に鷹の状態をみて気遣うことがとても大

切になります。

　私は鷹での害鳥対策以外にも鷹狩りの伝統文

化を広く知っていただきたく、放鷹術の実演や

野生の傷病鳥獣のリハビリテーションにも協力

し、これらの活動を通して日本の伝統文化の放

鷹術がこれからも50年、100年先と残せるように

尽力してゆきます。
【紹介者】蓮井正樹会員



　ピンチヒッターとして４１年ぶりに１１月２日と４日に小松工業

高校で職業講話をしました。　

　小松ＲＣではＩＡＣの小松工業高校３年生を対象に毎年６月に職

業講話を行ってきましたが、今年はコロナ禍の中で延期となってい

ました。ようやく１１月に１年生と２年生に対して職業講話を行う

ことになりました。

　私は、高校生の職業講話は久しぶりとあって、最初は何を話そう

かと戸惑いましたが、ＨＷ時代の２年間、小松市内など７校の職業

講話を担当していたことを思い出しました。進路決定の大事な３年

生だったら、「職業選択」や「社会人に望む」など題して話せばよ

いが、１年・２年生となると進路決定までには時間があり、今回は

「働く喜び」について話すことを決めて講話をすることにしました。

　久しぶりの講話は、時間配分が難しかったものの、生徒代表の感

想文を読んでまずまずの滑り出しだったようで一安心しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（Ｓ・Ｏ）

編集後記

《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。

● 小松工業高校 職業講話

　職業奉仕委員会では11月２日と４日、小松工業高校

で職業講話を行い、澤矢豊伸会員をはじめ７人が、

「働く喜び」などと題して、機械科、電気科、建設科、

材料化学科に分かれて、２日間にわたり１年生と２年

生 480人に講話をしました。

　職業講話を聴いた生徒さんからは、「失敗を恐れず

挑戦」、「本を読むことが将来に役立つ」、「在学中にも

っと勉強をして将来に活かしたい」、「コミュニケーショ

ン能力の重要性」、「考え方や物事のとらえ方」、「社会

人としてのルールの大切さ」、「社会貢献で働く喜び」

など、学びの多い講話だったと感想が寄せられました。

1年生・2年生の480人に職業講話

北國新聞朝刊（11月3日付）

髙野  純平会員

北村  和久会員

東　和央会員

上原  邦弘会員

大畑  清三会員

澤矢  豊伸会員

元　良典会員

ニコニコBOXの年間達成目標 1,500,000 円 ニコニコBOX11月末の累計金額 609,000 円

11月誕生祝い

13日　本田　外男会員 22日　土定　助勇会員 27日　西　　正次会員

11月2日（月）・4日（水）

【講話日程】

　11月2日・4日　　髙野純平会員
　　　（両日） 　　上原邦弘会員
　　　　   　　　　 北村和久会員

　　　　   　　　　 大畑清三会員

　　　　   　　　　 澤矢豊伸会員

　11月2日のみ　  東　和央会員
　11月4日のみ　  元　良典会員

（（


