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小松ロータリークラブ　会 長　寺 田  英 夫

　２月は、「平和構築と紛争予防月間」です。今、世界のあらゆるところで紛争が絶えま

せん。元を正せば、宗教や考え方の違いによるところもあると思われます。

　ロータリーが永遠に求めて止まない世界平和は、如何にしたら実現できるのか考える

月間にしたいと思います。

◆スローガン

良い縁を活かそう
「縁尋機妙」「多逢勝因」

2021年2月4日　節分例会 アパホテル＜小松グランド＞第3179回

メークアップ届
1／30 元、松多Ｒ財団補助金セミナー〈石川会場〉

例会報告 2021年2月4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、中田一於
德田八十吉、澤守麻希

★寺田 英夫会長  挨拶・報告　2月米山奨学金贈呈：ワヒユニ ファウジア 様
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　節分例会は、今回は新型コロナ感染症対策のため、夜間例会を昼間例会として、過去の節分夜間例会を
懐かしく振り返ることができました。



　ロータリークラブの入会は突然やってきまし

た。三代德田八十吉先生の会長年度の始めに、

「明日の理事会に諮るので、幹事の新谷紀栄君

が書類を持っていくのですぐに書いてくれ！」

電話の一言で平成５年７月12日の入会となりま

した。同時入会は７、８名いたと思いますが現在

は塚本幹雄会員と私の 2 人が在籍しています。

当初は小松のそうそうたる企業の代表のメンバ

ーの中で萎縮しておりましたが、諸先輩方から

親切にさまざまのことを教えて頂き現在に至っ

ています。

　53代の会長を引き受けるときに、この年は大

きな事業のない年だからとお引き受けしました

が、３クラブ合同新年会のホスト、湯浅外志男

ガバナー補佐によるＩ・Ｍのホストといろいろあ

りましたが、当時は会員数も75名と大勢の会員

が在籍され、会員の皆様のご協力で橋浦隆幹事

と二人三脚で年間スケジュールをこなすことが

できました。

　親睦活動では故宮城

敏子会員のお世話で京

都から舞妓さんを呼ん

での観月例会、秋季家

族会では家族も含めて

68名の参加をいただい

た大阪でのサーカス

「DRARION」等々、

とにかくロータリー活

動が最優先の 1年間で

あった。

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 ～

２００７〜２００８年

第５３代会長

中田　一於

2021年2月18日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3180回

★寺田 英夫会長  挨拶・報告

★ゲスト紹介：石川県南加賀土木総合事務所　　所　長　宮田　政佳 様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企画調整担当次長　松尾　和弘 様

小松シティＲＣ
中学校職業アドバイザー派遣推進事業（芦城中学校）
第２回諮問委員会

メークアップ届
2／8
2／12
2／14

大畑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 川本、澤矢

湯浅

例会報告 2021年2月18日（木）アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 49名・出席数 37名・欠席数 12名・出席率 75.51％

ニコニニコニコBOX
寺田英夫、松多伸悟、中澤宏介、岡田靖弘、西　正次
杉本雅規、宮城香織

2021年2月25日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3181回

★寺田 英夫会長  挨拶・報告

例会報告 2021年2月25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％

2／18
ニコニニコニコBOX
寺田英夫、中澤宏介、髙木千鶴

メークアップ届
寺田、松多、中澤、西、蓮井、北村茂、福島、大畑、岡田、德田、後藤、東２月定例理事会



　南加賀地域を中心に石川県の土木行政につい

てお話させていただきました。

　土木部の令和２年度基本方針としては、３つ

の柱立てのもと施策を進めております。

１. 北陸新幹線金沢開業効果の持続・拡大及び

　　県内全線開業に向けた交流基盤の整備促進

２. 県民生活の安全・安心の確保

３. 公共投資の確保と建設業の経営基盤強化

　交流基盤の整備促進については、具体的に

「人、ものの広域交流の拡大」として、加賀海浜

産業道路、金沢外環状道路、金沢港の整備や、

「県土の魅力づくり」として、木場潟公園東園

地、金沢城公園の整備などを進めています。

●第3180回例会（2021.2.18）
　　　卓話要旨 南加賀地域における土木行政

石川県南加賀土木総合事務所

所長

宮田  政佳 様

　安全・安心の確保については、近年全国各地

で集中豪雨による被害が頻発している事などか

ら、堤防整備や河川拡幅などの抜本的な対策だ

けではなく、即効性のある取り組みとして河川

の堆積土砂除去を積極的に行うとともに、被害

軽減に向けた取り組みとして、市町と連携した

ハザードマップの見直しなどのソフト対策や、

既存の堤防を補強する堤防舗装なども行ってお

ります。

　南加賀地区の主要事業として、北陸新幹線の

県内全線開業までに、加賀海浜道路（手取架橋

区間）や南加賀道路、木場潟公園東園地Ⅰ期整

備の完成を目指すとともに、加賀産業開発道路、

大聖寺道路、能美東西連絡道路の整備、前川や

柴山潟、動橋川の河川改修、ゆげ街道や龍助町

の地中化などを行ってまいります。

　今後も、地域経済の活性化や安全・安心の確

保に全力で取り組んでいきたいと思います。

【紹介者】岡田靖弘会員

【紹介者】髙木千鶴会員

　㈱いやしの村はＮＰＯ法人ＪＯＹヒーリングの

会　会員の方々の心と体の健康づくりをサポー

トする会社です。全国の会員の方には通販や各

地の代理店の方々を通して商品や情報をお届け

しています。

　ＮＰＯ法人ＪＯＹヒーリングの会ではいやし

の村構想「すべてはひとつ愛・喜びと自由の大

調和な世界」の実現をテーマに石川県輪島市門

前町にいやしの村構想を実現する第一歩として、

新しいライフスタイルが体験できる場「喜楽楽」

を21年前に建設しました。

　いやしの村づくりは、施設や環境を整えても

生活する村人の心と体が病んでいては実現した

と言えません。「村づくりは人づくり人づくり

は出会いづくり」と考え新しい生き方に気づけ

る「出会いと気づきと学び」の場となるサロン

やスペースを全国に広めています。

　今回は、心と体が元気になる大切なポイント

をお話させていただきました。昨年からの新型

●第3181回例会（2021.2.25）
　　　卓話要旨

心の元気力が未来を明るく
人の底力は腸にあり

株式会社　いやしの村

代表取締役社長

孫崎  正次 様

コロナウイルス感染防止対策生活が大きなスト

レスとなり心を病んでいる人が増えています。

心を元気にするにはどうしたらよいのか？それ

は腸を元気にすることです。腸が元気かは見た

目ではわかりにくいので、簡単なチェック方法

があります、快食・快便できているか？快食・

快便については、美味しく食べてるから毎日出

てるからの判断ではなく、口（快食）から肛門

（快便）にかけての腸管の状態がわかる、毎日

の「ウンチ」の状態をチェックします。毎日の

「便り」はあなた自身の影です。

　ウンチ 3条件は、①切れないウンチ（一本で

あること）②濃いめの黄色　③悪臭がないこと

（できれば香ばしく甘い香り）

　ウンチの原料は毎日の食べ物、ウンチの形は

心の「想い」が受け持っています。「己（おの

れ）」という字は腸管のうねりを表現していま

す。「自己」は脳に存在せずお腹にあったので

す。腸管があなたの生命力の本体です。

※具体的な食べ物のお話が出来なくてすいません

　新型コロナ騒動の影響から何が起こるかわか

りませんが全ては必要必然です。今回はお話を

する機会をいただきありがとうございました。



ニコニコBOXの年間達成目標 1,500,000 円 ニコニコBOX2月末の累計金額 851,010 円

2月誕生祝い

17日　湯浅外志男会員 21日　小林　幹雄会員 28日　北村　　茂会員

お悔やみ

宮城　敏子 元会員
　　　　  　　　　（享年７９歳）
令和３年２月４日逝去
（有） 小六庵  取締役
ロータリー歴：19年6ヶ月
（平成12年8月31日～令和2年6月30日）

ご冥福をお祈り申し上げます

2021年 年男・年女 ＜丑（うし）年生まれ＞

中田　一於 会員　　  山本　省五 会員

德田八十吉 会員　　  後藤　　充 会員

山﨑　輝芳 会員　　  岩崎　正希 会員

《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。

　ある日、一本の電話が入った。それは
松多次期会長からでした。いやな予感が
した。恐るおそる電話口に出る。それは
次期理事の要請であった。２０１７年７月
に小松ＲＣに入会し、２年目の福島会長
と４年目の寺田会長の年度で理事になっ
た。
　ロータリアンとしては、まだまだ若輩
者であり受けるかどうか迷ったが、声が
掛かるだけでも有難いことと引き受ける
ことにした。松多年度は職業奉仕委員長
となる予定。与えられた仕事はしっかり
と務めたいと思っています。 （Ｓ・Ｏ）

編集後記

●職業アドバイザー派遣推進事業

　2015年から市内の中学校に職業アドバイザー

を派遣しており、２月12日は芦城中学校に３人、

26日は丸内中学校に７人を派遣し、会員事業所

等の10人の従業員及び職員などが講師を務め、

生徒たちに仕事のやりがいなどを伝えました。

【2月12日（金） 小松市立芦城中学校】
・北陸電飾送配電（株）石川支社　中村幸央さん
・ドコモショップ粟津店　小西瑞佳さん
・小松かがやき法律事務所　川本　樹会員

【2月26日（金） 小松市立丸内中学校】
・北陸銀行小松支店　布澤祥伍さん
・（株）丸西組　西　功太郎さん 
・北陸電力（株）小松支店　釣川 久子さん
・こばと保育園　伴　穂乃香さん
・（株）エステート・ワン　福島　輝さん
・ドコモショップ加賀店　吉田千愛里さん
・社会福祉法人 松寿園　林　恭弘さん
・小松中消防署　今出大集さん

2月12日（金）小松市立芦城中学校
2月26日（金）小松市立丸内中学校

小西瑞佳さんら10人を講師に派遣


