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蒲郡ＲＣとの姉妹提携蒲郡ＲＣとの姉妹提携

　１９８５年１０月６日、小松市民センターの当ＲＣ創立３０周年

記念会場中央部に蒲郡ＲＣからの出席者１５名を見て、蒲郡Ｒ

Ｃと姉妹提携の関与者として感慨一入。蒲郡ＲＣとの姉妹提

携までには幾多の試行錯誤や紆余曲折もあった。

　当ＲＣのチューリヒＲＣとの姉妹提携は、１９７２年からだ

が、当初から変則的運用。そこで、数年前から国内での実行

性ある姉妹提携が希望され、小松空港から福岡空港への定期

便就航を機に福岡市内のＲＣとの姉妹提携の目論みも。だが、

福岡市内のＲＣは大規模過ぎて沙汰止み。課題の具体化は

１９８４年１０月の上杉思朗会員の聖徳寺の炉辺会合あたりから。

一時期、篠岡芳治会員が、国際奉仕委員長の立場で、九谷焼

と有田焼の組合せから佐賀東ＲＣとの姉妹提携を模索。だが、

距離的な関係から経費上の問題で立消え。

　私も、１９８５年１月、岩谷泰州幹事も交えたクラブ奉仕部

門連絡会議でクラブ奉仕委員長の立場から試案を提供。相手

ＲＣの条件として、①当ＲＣと類似の創立歴史年数、②産業

に共通性がある表日本の小都市、③高速道路利用で３時間ま

での距離、④家族旅行でも魅力があるリゾート地域が骨子。

クラブ奉仕部門連絡会議の賛同もあり、先ず創立歴史年表で

２３ＲＣをリストアップ。次いで魅力性の観点から長浜・桑名・

松坂・蒲郡・刈谷・岡崎・犬山の７ＲＣに絞る。ここで、谷

口清孝会長・岩谷幹事や全国的ビジター出席で各地の事情に

詳しい上杉会員・丸山孝明会員の参加も得て私も含め５名の

プロゼクトチームで検討。姉妹提携の候補として最後に残っ

たのが蒲郡ＲＣで、これは奇しくも上杉会員の出身地でもあ

る三河。

　姉妹提携の交渉については、①ビジター出席による状況調

査、②ガバナー事務所経由の仲介、③職業上のツテによる斡

旋などが考えられた。だが、時は既に５月。ビジター出席や

ガバナー事務所経由の時間的余裕もない。そこで、ロータリー

全国名簿で蒲郡ＲＣの会員の中から私と同職の山田浩司会員

を見つけ、小松ＲＣ会報１９８５年６月１５日号に掲載の文書を

発送。山田会員は、蒲郡ＲＣの元会長で姉妹クラブ委員長、

当ＲＣの仲谷純三会員と同級生という奇縁。ために、蒲郡Ｒ

Ｃでは、年度末の役員交替などを控えた慌しい時期にも拘ら

ず、当ＲＣ創立３０周年記念に華を添えようとの温かい善意か

ら、急遽、６月２８日に姉妹提携の調印。

　当ＲＣの一部に蒲郡ＲＣとの姉妹提携への唐突感もあった

ようだが、経過は以上の次第。縁談と同様で、破談の惧れか

らは隠蜜裡が肝要、成約の見込みなら強引さが必要。蒲郡Ｒ

Ｃとの姉妹提携に関しても、この点の理解を求めたい。

姉妹提携裏話

（１９８４～１９８５年度  安井健次郎クラブ奉仕委員長）

▲姉妹クラブ提携書

▲1986年8月29日（木）の例会には、待望していた
　姉妹クラブ・蒲郡ＲＣからの来訪があった

（    　　　　　  ）小松ＲＣ会報
１９８５年１１月１５日号掲載



メークアップ届

4／12
4／23

　　　　　髙野

寺田、数左、荒木、中澤、髙野、杉本、松多、山本省五、西、蓮井、北村

福島、大畑、岡田、澤守、後藤、東

地区  第３回  危機管理委員会
第１回予定者理事会

例会報告 2020年4月2日（木）アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 53名・出席数 34名・欠席数 19名・出席率 64.15％

ニコニニコニコBOX
数左從光、福島　徹、髙野純平、中田一於
大畑清三、澤守麻希、川本　樹、山﨑輝芳
西　正次

2020年4月2日　例  会第3139回 アパホテル＜小松グランド＞

髙　木　千　鶴  会員

会員卓話：地区R米山記念奨学会委員会

 「 日本ロータリー創設者
　　 米山梅吉の生涯【後編】」

★新会員入会式

水 口　慶 彦 様
みな くち　   よし ひこ

推薦者：清水良衛会員、岡田靖弘会員

小松ロータリークラブ
2019～2020年度　 会 長　数 左  從 光

★数左 從光会長  挨拶・報告

★幹事報告   ４月１日よりロータリーレートが１＄１０８円に変更（１１０円より変更）

【職業分類】新聞
【勤 務 先】北國新聞社小松支社
【役　　職】小松支社長
【生年月日】１９７９年１０月３０日生

2020年6月4日　例  会第3148回 アパホテル＜小松グランド＞

★数左 從光会長  挨拶・報告
★各委員長報告　米山功労者マルチプル② 感謝状贈呈：数左　從光 会員

　大変な一年となりましたが、皆様のご協力によりなんとか、乗り越える事

が出来ました。山根副会長、　野幹事はじめ、各理事の皆様にお支え頂き、

心から感謝申し上げます。次年度は寺田会長を全力でサポートいたします。

一年間ありがとうございました。



例会報告 2020年6月4日（木）アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 51名・出席数 40名・欠席数 11名・出席率 78.43％

2020年6月11日　例  会第3149回 アパホテル＜小松グランド＞

ニコニニコニコBOX
数左從光、福島　徹、寺田英夫、髙野純平、蓮井正樹、荒木裕幸、元　良典

湯　浅　外志男  会員

会員卓話

 「 よもやま話 」

元　 　良　典  会員

会員卓話

 「 合成繊維とは？」

　皆様、こんにちは。はじめに、推薦者である斉藤浩会員のご冥福を
お祈り致します。
　さて、世界中が新型コロナウイルスと奮闘している今日ですが、日
本国内の緊急事態宣言が解除されて、 2ヶ月ぶりに例会が開催されました。この記念すべき例会で、会員と
して初めての会員卓話をすることになり、自身の業界に関することを淡々と語らせて頂きました。皆様に最
後までご清聴頂き、無事に卓話を終えられたことに感謝申し上げます。最後なりますが、一日も早い新型コ
ロナウイルスの終息と皆様のご健勝をご祈念申し上げます。

　先日は、私の演題「よもやま話」のために貴重な時間を作いていた
だき、大変ありがとうございました。お話の中の登場人物から、一人
樋口季一郎将軍の人間像について、漫画家　黒鉄ヒロシ氏の文章を紹
介することと致しました。よろしくお願い致します。
　そして、心配なのはコロナ感染症。これからどうなるのか？また、経済活動の合理化のための海外移転
（各部門の依存化）、進めば進むほど、主権国家の屋体が弱くなる？いい方法はないですか。
　皆んなで考える時が来たと、ウイルス菌が教えてくれているのではないでしょうか。

頭が良いとは、どういうコトであろうか？
全方位に予測が付くコトであろう。
予測力を付ける為には、何をなすべきであろうか？
広範囲の知識の獲得と、適所に於ける知恵の生かし方であろう。
知恵と知識を身に付ける為には、どうすれば良いのであろうか？
教育と、家庭環境と、遺伝子であろう。
勇気とは、何であろうか？
確固たる信念のもとに、何事にも未練なく決断し、一歩も引かずに実行することであろう。
どうすれば、勇気が持てるのであろうか？
全てに深い疑問を持ち、全てに納得できる結論を下した上は、迷わぬことであろう。
強い信念を支える品格とは、何であろうか？
利己を捨て、すべからく利他の立場に立ち、自己犠牲に徹する覚悟によるであろう。
そんな人間が、いるものであろうか？
樋口季一郎の生涯を点検せよ。

自問自答 黒鉄ヒロシ
くろがね



メークアップ届

5／30
6／4

　湯浅

　寺田、数左、中澤、髙野、杉本、松多、山本省五、西、蓮井、福島

　大畑、岡田、澤守、後藤、東

地区  臨時  諮問委員会
第２回予定者理事会

例会報告 2020年6月11日（木）アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 51名・出席数 34名・欠席数 17名・出席率 66.67％

ニコニニコニコBOX
数左從光、寺田英夫、福島　徹、蓮井正樹

メークアップ届

6／11

6／14

6／30

数左、福島、寺田、北村、那谷、西、中橋、松多、岡田、杉本

山本省五、澤守、後藤

荒木、福島、藤岡、数左、東、本田、北村、元、澤守、澤矢、髙野

寺田、山﨑

藤岡、髙野、数左

６月定例理事会

第２回ゴルフコンペ

会計監査

例会報告 2020年6月18日（木）アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 51名・出席数 34名・欠席数 17名・出席率 66.67％

ニコニニコニコBOX
齋藤典子様、数左從光、福島　徹
寺田英夫、山根清弘、髙野純平、北村　茂
那谷忠雄、西　正次、中橋勝美、岡田靖弘
杉本雅規、本村公志、宮城敏子、澤矢豊伸
澤守麻希、東　和央、山﨑輝芳、元　良典

卓話

 「 落語をきく 」

2020年6月18日　最終例会第3150回 アパホテル＜小松グランド＞

★数左 從光会長  挨拶・報告

★各委員長報告

６月米山奨学金贈呈：ワヒユニ  ファウジア様

最終例会は、数左会長より落語のプレゼント。
よしもと石川県住みます芸人　月亭方気さんの落語を楽しみました。

・R財団・マルチプルPHF② ピン贈呈：数左  從光 会員

・新会員推薦 御礼

・会員卓話 御礼

●米山奨学生プロフィール

【奨　学　生　名】

【国　　　　籍】

【大　 学　 名】

【奨　学　期　間】

【カウンセラー】

ワヒユニ  ファウジア

インドネシア

金沢大学大学院

2020年4月1日～2022年3月31日

澤矢　豊伸 会員

落語家　月　亭　方　気  様
つき  　　てい　　 　ほう　　　 き



●最終ゴルフコンペ 6月14日（日）    山代ゴルフ倶楽部

●姉妹クラブ締結35周年調印

●第１回予定者理事会

4月23日（木） アパホテル＜小松グランド＞3F

３月３日開催の予定が、コロナ渦で
延期。ソーシャルディスタンスを保
ちながら、例会場でなんとか開催し
ました。

５月１６日に予定していた調印式は、蒲郡ＲＣの訪問が中止となり調印書は
宅配にて交わしました。

大雨の中でのゴルフとなりました。山﨑輝芳会員が優勝しました。

令和2年

4月 9日（木）
4月12日（木）
4月17日（金）

4月19日（日）
4月23日（木）
4月26日（日）
4月30日（木）
5月 7日（木）
5月10日（日）

5月16日（土）

5月21日（木）
5月27日（水）
5月28日（木）
6月10日（水）

第3140回　例会
小松ＲＡ創立45周年記念例会
第3141回　能美ＲＣとの合同観桜夜間例会
　　　　　　　　　　（ホスト：能美ＲＣ）
2020-2021年度のための地区研修・協議会
第3142回　例会
第2回ゴルフコンペ
第3143回　例会
第3144回　例会
第25回石川第2分区8ＲＣ親睦ゴルフ大会
　　　　　　　　 （ホスト：小松東ＲＣ）
第3145回　蒲郡ＲＣとの合同例会
姉妹クラブ締結35周年調印式
第3146回　例会
小松商業高校　職業講話
第3147回　例会
小松工業高校　職業講話

●新型コロナウイルスの感染拡大防止により
　中止・取消の報告



お悔やみ

斉藤 　浩 会員
　　　　（享年５４歳）

令和２年４月２３日逝去

（有） 斉藤印刷  代表取締役

ご冥福をお祈り申し上げます

4月誕生祝い

15日　澤矢　豊伸会員

17日　杉本　雅規会員

18日　山﨑　輝芳会員

22日　德田八十吉会員

16日　上出　衛二会員

18日　大畑　清三会員

21日　宮城　敏子会員

27日　蓮井　正樹会員

5月誕生祝い

ニコニコBOXの年間達成目標 1,500,000 円
ニコニコBOX4月末の累計金額 1,138,200 円

4日　中澤　宏介会員 10日　生水　敏雄会員

6月誕生祝い

6日　上杉　豊明会員

12日　山本　正敏会員

22日　新滝　淳子会員

25日　中川　公三会員

12日　橋浦　　隆会員

20日　髙野　純平会員

23日　清水　良衛会員

29日　山根　清弘会員

ニコニコBOXの年間達成目標 1,500,000 円
ニコニコBOX6月末の累計金額 1,299,200 円

　今年度クラブ会報委員会では、対外広報活動

はもとより、会員向け＜小松ＲＣ歴史探訪＞と

題し表紙を展開しました。会員皆様の今後の参

考となれば幸いです。また後期は、コロナ感染

防止対策として、例会・各種事業が中止となり

大変な年度となりましたが、コロナに負けない

よう精進して下さい。

　また、私ごとではありますが、昨今の事情に

より退会することになりました。２３年間皆様

にはお世話になり、有難うございました。今後

も会員皆様のご健勝とご活躍をお祈りいたしま

す。

クラブ会報委員長　嶋田俊一郎

会報編集後記


