
小松ロータリークラブ会報
国際ロータリー第2610地区　第66年度　D.2610　ROTARY　CLUB　OF　KOMATSU

◆会　　　　長：寺田　英夫　　◆幹　事：中澤　宏介
◆会長エレクト：松多　伸悟　　◆副会長：川本　　樹
◆クラブ会報委員会　委員長：大畑　清三
　　　　　　　　　　　委　員：水口　慶彦

事務局　〒923-0957  石川県小松市本折町33番地
　　　 　　　　　　アパホテル＜小松グランド＞2F
　　　 TEL 0761-24-1340・FAX 0761-24-4700
　　　 E-mail：of f ice@komatsu-rc.jp
　　　 URL：http : // komatsu-rc.jp /

石川県小松市本折町33番地
アパホテル＜小松グランド＞2F

◆会　　　　長：寺田　英夫　　◆幹　事：中澤　宏介
◆会長エレクト：松多　伸悟　　◆副会長：川本　　樹

事務局 〒9
　　　 　　

TE

2020～2021年度  国際ロータリーテーマ

ロータリーは機会の扉を開く 20212021年1月2828日発行日発行

第６号

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

　コロナ禍の中で開催した今年の「年忘れ家族例会」は、感染防止対策を講じながら

多くの会員と家族の方に参加していただき、盛大に開催することができました。

　開催にあたり、ゆのくに天祥さんのスタッフの皆さんをはじめ、親睦活動委員会と

会場委員会の皆さんに感謝申し上げます。

　来年は、新型コロナウイルス感染症が収束することを信じ、今しばらく小松ＲＣ会

員の皆様ともに我慢して参ります。

◆スローガン

良い縁を活かそう
「縁尋機妙」「多逢勝因」

2021～2022年度  役員承認

会　長：松多　伸悟

副会長：杉本　雅規

幹　事：澤守　麻希

会長エレクト：德田八十吉
代表挨拶：松多伸悟会長

第３１７１回例会   年次総会

〜次年度３役発表〜

１２月３日（木）



　1993年７月に入会しましたが、その当時は日

本経済のバブルが崩壊して厳しい環境にあり、

入会をためらっていました。５月の連休明けに、

いきなり故３代德田八十吉さんが会社に来られ

て「入会を承知してほしい」と強く勧められ、

その場で返事をした記憶が鮮明に残っています。

わざわざお出かけいただき大変恐縮すると同時

にその行動力に敬服しました。それで３代德田

会長年度のスタートと同時の入会という御縁を

ロータリークラブ創立50周年の時に、会長を務

めさせていただきましたが、50周年の大会委員

長が３代德田八十吉さんであり、縁とは不思議

なものだと思いました。

　私はロータリークラブの

知識が少なく、会長をお受

けするときは不安でしたが、

皆さんのご支援と故堀伸市

さんが幹事で活躍していた

だいたお蔭で無事勤めるこ

とができ、感謝です。

ロータリーは相互に支えあ

いがあり、素晴らしいと思

います。

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 ～

２００５〜２００６年

第５１代会長

塚本　幹雄

2020年12月3日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3171回

例会報告 2020年12月3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 小松東ロータリークラブ　小山英一様、小松ローターアクトクラブ　上出一就様
寺田英夫、数左從光、松多伸悟、中澤宏介、蓮井正樹、杉本雅規、岡田靖弘、德田八十吉、澤守麻希

★ビジター紹介：小松ローターアクトクラブ   上出　一就 会長
★幹事報告　１２月１日よりロータリーレートが１＄１０５円に変更（１０４円より変更）

　先日は、卓話の機会をいただき、また、私の誕生
日も祝っていただき、寺田会長さんはじめ、会員の
皆様、本当に、ありがとうございました。
　今や、様々な業界で、利活用されているドローン
に着目し、「なぜ、ドローンスクール設立に踏み出
したのか」また、設立決断の過程において、ロータ
リーで学んだ「四つのテスト」が大変に参考になっ
たことをお話させていただきました。
　これまで60年以上にわたって「陸の交通安全」に
携わってまいりました。その中で、培ってきた取り
組みを、「空の産業革命を招く」とも言われる、ド

●第3171回例会（2020.12.3）卓話要旨

～ 石川ドローンスクールとロータリー ～
石川県自動車振興株式会社
加南・加賀自動車学校
代表取締役社長

（小松東ＲＣ）

小山  英一 様

ローンのスクール運営にも生かせないか「空の交通
安全」にも広げて、皆様のお役に立てないかと考え
たわけであります。
　2022年には国と民間団体が一体になっての「ド
ローン免許制度化」が実現する様であります。私た
ちは、ルールとマナーを守り、安全に運航できるド
ローンパイロットの育成に努めてまいりたいと思い
ますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
<ドローンスクール設立の目的>
○来るべき本格的なドローン時代を迎え「空の産業
　革命」に貢献したい。
○「空の交通安全」の普及を自動車学校として果た
　したい。
○培ってきた安全意識・ノウハウ・施設などをドロー
　ン教育に活用したい。
○ドローンスクール運営を通じて、日々研鑽を重ね
　ていきたい。

【紹介者】蓮井正樹会員



2020年12月10日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3172回

2020年12月17日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3173回

★ビジター紹介：「子供こまつかるた」PR
小松東ロータリークラブ   金子　哲也 幹事 ・ 小山　英一 社会奉仕副委員長

メークアップ届
12／3

12／14
12／15

福島、後藤、橋浦、東、本田、王生、岩崎、数左、北村和久、小林、松多、宮城、元、本村、中田

中橋、中澤、那谷、岡田、大畑、澤守、澤矢、杉本、寺田、德田、上原、山本省五、山根、山﨑

德田

寺田、川本、中澤、後藤、東

小松ＲＡＣ

小松シティＲＣ
事務局会議

例会報告 2020年12月17日（木）アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 50名・出席数 34名・欠席数 16名・出席率 68.00％

ニコニニコニコBOX
寺田英夫、中澤宏介、德田八十吉
東　和央、王生幸夫

例会報告

メークアップ届
12／3
12／6

12／9

　　　寺田、数左、川本、中澤、蓮井、福島、大畑、岡田、澤守、德田、後藤、東

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　髙木

　　　蓮井、北村和久、元、德田、髙木、寺田、中澤

12月定例理事会
第2回地区米山委員会・面接官オリエンテーション
R米山記念奨学会学友会、米山年末懇親会
国際奉仕委員会

2020年12月10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
小松東ロータリークラブ　金子哲也様、小山英一様
寺田英夫、松多伸悟、中田一於、岡田靖弘、德田八十吉

●第3172回例会（2020.12.10）
　　　卓話 ～ 国立工芸館がやってきた ～

国立工芸館

館長

唐澤  昌宏 様

【紹介者】中田一於会員

　今回会員卓話という貴重な機会をいただき感謝申し
上げます。生まれ故郷勤務は初めてであり、38年ぶり
に帰ってきたことから自己紹介と勤務する銀行の歴史
をご説明しようと思い話をさせていただきました。
　まず自己紹介ですが、小松に生まれ32歳まで野球を
中心とした人生を送ってきました。数々の失敗や挫折
もありましたがその経験が今の自分にとても役立って
います。野球というスポーツを通じて知り合った数々
の人たちとの出会いのおかげでたくさんの事を学ばせ
ていただきました。今後も「一期一会」を大切にして
生きたいと思います。
　北陸銀行の発祥は明治10年に設立された金沢第十二
国立銀行であり、なんと今から143年前にさかのぼりま
す。西南戦争と同年に加賀前田家より14万円（現在の
100億円）の出資を受けて金沢で創業しました。続いて
明治12年に富山の売薬業や呉服商が出資し、富山第百

●会員卓話要旨 ～ 北陸銀行のあゆみ ～

北陸銀行
小松エリア エリア統括
兼 小松支店長

王生  幸夫 会員
二十三国立銀行が創業しました。ちなみに富山県が石
川県より分県したのが明治16年でありますので、創業
当時まだ富山県は存在しておらず全域石川県だったの
であります。加えて日本銀行が創設されたのは、明治
15年でありますので、その間、石川県で流通していた
のは、金沢第十二国立銀行の紙幣でありました。明治
17年、金沢第十二国立銀行と富山第百二十三国立銀行
が合併しました。明治32年に小樽支店を開設し北海道
に進出しました。ちなみに小樽支店開設の半年後に北
海道拓殖銀行が創設されたことから、実は北海道で最
も古い銀行であります。
　明治18年に十二、富山、中越、高岡の４行が合併し、
名前が北陸銀行になりました。平成ではバブルの崩壊、
金融危機等もあり、平成10年には公的資金を導入しま
したが、おかげさまで期限より２年早い21年に完済す
ることができました。平成16年には石川銀行の営業の
一部を譲り受けました。平成20年には金沢大学と包括
連携協力協定を締結し、以降金沢美術工芸大学、金城
大学、金沢学院大学、金沢工業大学、星稜大学、北陸
先端科学技術大学院大学とも包括連携協定を締結して
います。今後も地域やお客様のお役に立てる銀行を目
指していきたいと思います。



《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。

2020年12月20日　年忘れ家族例会 山代温泉「ゆのくに天祥」第3174回

例会報告 2020年12月20日（日）山代温泉「ゆのくに天祥」 会員数 50名・出席数 28名・欠席数 22名・出席率 56.00％

ニコニニコニコBOX 寺田英夫、数左從光、松多伸悟、中澤宏介、新滝淳子
德田八十吉、山根清弘、澤守麻希、元　良典

★寺田 英夫会長  挨拶・報告　 12月米山奨学金贈呈：ワヒユニ ファウジア 様
★懇親会

ニコニコBOXの年間達成目標 1,500,000 円 ニコニコBOX12月末の累計金額 717,000 円

12月誕生祝い

18日　山本　省五会員 23日　片岡　健太会員

司会：澤守　麻希 親睦委員長

●開宴挨拶・乾杯　寺田  英夫 会長　　●ピアノ弾き語り　オカジマシンイチ　　●バルーンショー　バルーンのぶんちゃん
●大抽選会　親睦委員会　　●中締め　松多  伸悟 会長エレクト　　●閉宴

　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、

12月15日は松陽中学校に７人、18日は板津中学校に８人を派遣し、

会員事業所の15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。

●職業アドバイザー派遣推進事業

石川未乃莉さんら15人を講師に派遣

12月15日（火）小松市立松陽中学校
12月18日（金）小松市立板津中学校

【12月15日  松陽中学校への派遣講師】

・北陸銀行 小松支店　布澤祥伍さん 
・㈱駒沢建工／キャロットホーム　駒澤美紀さん 
・北陸電力（株）小松支店　谷川祐太さん 
・なでしこ美容室　　谷口美奈さん 
・学校法人上出学園　白嶺幼稚園　藤本麻由さん 
・社会福祉法人 松寿園　太田元気さん 
・ＢＲＩＤＧＥ　髙木千鶴会員

【12月18日  板津中学校への派遣講師】

・学校法人上出学園　白嶺幼稚園　石川未乃莉さん
・北陸電力送配電㈱　上田　陸さん
・㈱江口組　江口　充さん
・社会福祉法人 松寿園　大橋彩加さん
・小松かがやき法律事務所　川本　樹会員
・ドコモショップ加賀店　三藤　舞さん
・北陸銀行小松支店　布澤祥伍さん
・コマニー㈱　西居直紀さん

講師：石川未乃莉さん


