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第１回ミニフォーラムに
　　　　　　　   　　　　　１５人が出席

３月９日（火）：小松空港２Ｆ会議室「小松」

　小松ＲＣでは、月一回、小松空港内のレスト

ランで開催してきました「ミニフォーラム」は、

今期一度も開催されていませんでしたが、第１

回目を令和３年３月９日（火）に開催しました。

　ミニフォーラムは、各委員長などが担当とな

り、ロータリーの歴史などをテーマに食事を摂

りながら勉強会をしています。

　コロナ禍の中、万全の感染予防対策を講じな

がら、小松空港２Ｆ

会議室「小松」で 15
人が出席し開催され、

松多伸悟クラブ奉仕

委員長が座長を務め

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

　ロータリークラブでは、３月を「水と衛生月間」と定めています。

　小松ロータリークラブでも、木場潟の水質保全活動として、水質浄化作業や水草園を造成しオニ

ビシ、アサザ、ミズアオイなどの絶滅品種を植え付けし、繁殖させる取り組みをしています。

　会員と共に、今後も自然豊かな木場潟公園の環境保全活動に汗を流していきたいと思っています。

◆スローガン

良い縁を活かそう
「縁尋機妙」「多逢勝因」

前川で早朝清掃に
　　　　 会員２６人が汗を流す

３月14日（日）：末広緑地公園・ロータリーの森

《ロータリーの森とは》

　令和３年３月14日（日）午前７時から「こまつ水

辺クリーンデー」が前川、木場潟などで一斉に行わ

れ、当クラブも寺田英夫会長ほか25人が参加し、約

１時間にわたり前川で清掃作業に汗を流しました。

　また、清掃作業の前に小松市末広緑地公園内の

「ロータリーの森」で、早朝例会も行われました。

　創立25周年記念事業として、1980年に５ヵ年計画で末広緑
地化区域内に「ロータリーの森」を造成しました。
　1981年には創立25周年記念として桜・クヌギ・欅・タブな
どの苗木約130本植樹しました。
　また、1993年にはソメイヨシノの苗木35本を植樹。1997年
には、地区大会ホストを記念してソメイヨシノ16本・シダレ
ザクラ16本を加植しました。



　私がロータリークラブに入会した平成５年頃

は、まだ例会は小松商工会議所３Ｆの大ホール

が会場でした。推薦者は黄木茂さんと西木戸秀

幸さんで、「入会してもらうよ」の一言で入会

が決まりました。

　以来多くの先輩方のお世話になりながら、社

会奉仕、職業奉仕等、思い出に残る事業に多く

関わりました。

　2008〜2009年  第54代会長を引き受けることと

なり、自分のカラーが出せる事業を考えた時、

木場潟浄化、前川堤防の桜の植樹、梯川の清掃

等、社会奉仕に関するものでした。多くのメン

バーや関係者の協力を得ながら、自分の集大成

の気持ちで取り組んだと思います。

　また、私の年度でそれまでのやり方を変えた

こともありました。広報の取材について、特に

例会卓話について、卓話者に前もって原稿を準

備してもらったことでした。それによって広報

の多忙さを緩和しました。当時、広報担当の受

け手がいなくなりつつあったのです。

　時代は進み、最近は

小松ロータリークラブ

に若い新しい方々が入

会されています。新し

い発想やデジタル化時

代にふさわしい手段を

取り入れながら、今後

のクラブ運営も変化し

て行くことを、是非と

も期待しております。

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 ～

２００８〜２００９年

第５４代会長

西　 正次

2021年3月11日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3183回

例会報告 2021年3月11日（木）アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 49名・出席数 41名・欠席数 18名・出席率 83.67％

★寺田 英夫会長  挨拶・報告
★各委員長報告
　　☆米山功労者メジャードナー⑭ 感謝状贈呈：蓮井  正樹会員

第１回予定者理事会

第１回ミニフォーラム

メークアップ届
3／4

3／9

松多、澤守、德田、寺田、杉本、中澤、数左、中田、本村、元、大畑

蓮井、岡田、髙野、澤矢、後藤、東、宮城

松多、江戸、後藤、王生、北村和久、水口、元、本村、那谷、岡田

大畑、杉本、德田、山本省五、山根

ニコニニコニコBOX
寺田英夫、数左從光、松多伸悟、中澤宏介
岡田靖弘

ニコニニコニコBOX
寺田英夫、数左從光、松多伸悟、中澤宏介、岡田靖弘
山本省五、德田八十吉、澤守麻希、元　良典、王生幸夫

2021年3月4日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3182回

例会報告 2021年3月4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％

★寺田 英夫会長  挨拶・報告　3月米山奨学金贈呈：ワヒユニ ファウジア 様

2／26 中学校職業アドバイザー派遣推進事業（丸内中学校）
メークアップ届

山本省五

★幹事報告　３月１日よりロータリーレートが１＄１０６円に変更（１０４円より変更）
★本日の卓話：『山と関わる』
　　　　　　　　　　　　　   株式会社 登山ガイド山志　代表取締役　今出祗津子 様



2021年3月14日　早朝清掃例会 末広緑地公園・ロータリーの森第3184回

★寺田 英夫会長  挨拶・報告
★社会奉仕委員会：西　正次 社会奉仕委員長
★清掃奉仕　こまつ水辺クリーンデー（ロータリーの森 ⇔ 前川ロータリーの桜並木堤防）

例会報告 2021年3月14日（日）末広緑地公園・ロータリーの森 会員数 49名・出席数 34名・欠席数 15名・出席率 69.39％

【紹介者】岡田靖弘会員

　本日は皆さまにとって少しでもプラスになるよう
な役立つ情報をお話しできればと思います。今回の
テーマは、ずばり「健康」について！
　突然ですが、質問です。「あなたは健康ですか？」
改めて聞かれると、どうでしょうか？はい！とはっ
きり答えられますか？おそらく大体の方が「まぁ病
気でもないし、健康かな。」という感じではないでし
ょうか？健康に対しての世間一般的な認識や捉え方
は、“ 病気か病気でないか ”と思います。
　しかし本来、健康とは“ 身体的、精神的、社会的
に完全に良好であること（1948年　WHO）、病気では
なく、身体的には体力があり、精神的なストレスに
対応でき、社会的に豊かな人間関係がある状態 ”と
あります。こうなるとどうでしょうか？初めの質問
にもう一度答えてみてください。そうです。ほとん
どの方が不健康です。特に今の世の中だとなおさら

●第3183回例会（2021.3.11）卓話要旨 健康に対する捉え方
株式会社　プロファースト

代表

井手  勇次 様

でしょう。
　それでも健康！と答えられる方は、さぞ幸せな人
生を歩んでいることでしょう。最近では、QOLとよ
く言います。QOLとは、Quality  Of  Life（生活や人生
の質を豊かにすること）の略です。つまり、健康で
あるということは、人生が豊かで幸せであることの
象徴です。幸福であることに健康は切り離せません。
健康を目指すことは幸福に繋がります。しかし、ど
うでしょう？多くの方が健康について勘違いをして
います。特に身を粉にして働いてきた皆様、経営者
の皆様、どんなにお金を積んでも今のところ、身体
的健康は一瞬では手に入りません。やはりこれも仕
事と同じくコツコツする必要があります。健康の三
原則は栄養・運動・睡眠です。特に私が注目するの
は栄養です。偏ることなく充足に栄養が満たされて
いれば、身体的、精神的にも良好になります。目覚
め、睡眠の質が良くなり、アレルギー等も軽減され
ます。当然、脳の働きも良くなり、仕事の効率も上
がります。やはりこの辺は正しい知識と意識が必要
です。正しい知識と意識で、最高・最善の健康状態
「オプティマルヘルス」を目指しましょう。

2021年3月25日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3185回

★寺田 英夫会長  挨拶・報告
★ゲスト紹介
　　日本航空（株）ジャルセールス 北陸支店　支店長　小出  健也 様
　　　　　　　　　　　　　　　　　統括マネージャー　石橋  晋一 様
　　JALふるさと応援隊　第２客室乗員部第３客室乗員室  第４グループ　佐藤  友香 様
　　　　　　　　　　　　第１客室乗員部第３客室乗員室  第１グループ　槌谷  優美 様

例会報告 2021年3月25日（木）アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 49名・出席数 34名・欠席数 15名・出席率 69.39％

3／11
3／14
3／16

ニコニニコニコBOX
寺田英夫、数左從光、松多伸悟
中澤宏介、岡田靖弘、

メークアップ届
寺田、数左、松多、川本、中澤、髙野、杉本、山本省五、蓮井、福島、大畑、岡田、澤守、德田、後藤、東

　　　　　　松多、湯浅

　　　　　　　　　　　　　本村、西、北村和久、元、東、上原、松多、澤守

３月定例理事会
会長エレクト研修セミナー
次期社会奉仕委員会・青少年奉仕委員会

寺田英夫会長 西正次社会奉仕委員長



《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。

編集後記
　新型コロナの感染拡大に翻弄された2020年度が終わりました。
小松市内のある高校の卒業式で、３年生の代表であいさつした教諭
がさまざまな年間行事が中止を余儀なくされた１年間を振り返り、
「これほどまでに我慢を強いられた学年はない」と声を詰まらせて
いました。生徒たちの悔しさを思うと、コロナ禍が早く収束してほ
しいと願わずにいられません。　　　　　　　　　　　　（水口）

　私のサンディエゴ在任中にあったアメリカ大統領

選挙。結果は大方の予想では当選しないと思われて

いたトランプ氏が当選。その選挙結果の解説の中で

最も興味深かったものをご紹介させていただきまし

た。キーワードは「POLITICAL　CORRECTNESS」

通称ポリコレ。

　ポリティカルコレクトとは「性別や人種・民族・

宗教などで差別や偏見をしてはいけない。」 政治的

公正や政治的正義と訳されています。アメリカでは

これが非常に厳しい。

　例えば JALの「世界の美女」カレンダーは、アメ

リカでは「女性を性的な商品としてみている」との

ことで配布は禁止。宗教的な例で言うと、クリスマ

スはアメリカで最大のイベントですが、「メリーク

リスマス」と発言してはいけない。代わりに

「HAPPY　HOLIDAY」と言う。

　民族・肌の色では、白人だけのモデルだけだと

「差別」と言われかねないので、複数の民族・肌の

色のモデルを登場させなければいけない。昨年、黒

人が白人警察官に取り押さえられて死亡する事件が

起き、アメリカで大問題になりました。

「Black　Lives　Matter」

　また「政治的正義」には地球温暖化対策等もあり

「排気量の大きい車はいけない」、ごみを少なくする

ために「物は大切に」など、これまでのアメリカ生

活様式のように言われた「大量生産、大量消費」も

否定的に扱われている。

　アメリカにおいてポリコレは、教養や地位のある

人は守らなければいけないものとされているが、実

は本心では過度のポリコレに不満を持ち、ポリコレ

疲れをしている人も多いのでは。

　そこに登場したのがトランプ氏だった。「アメリ

カファースト」「地球温暖化なんて嘘だ」「石油・石

炭などの化石燃料を保護」「移民は来るな」「メキシ

●第3185回例会（2021.3.25）卓話要旨 アメリカ雑記
コとの故郷に壁を作れ」など、ポリコレに反する発

言を続けていた。批判など本人は気にすることなく、

さらにエスカレートした発言を繰り返していくうち、

アメリカ中西部等でのだんだん支持も根強くなって

きた。しかし、全米的にはトランプ支持は広がって

いない、とされていましたが、そのうちに「隠れト

ランプ」という言葉を聞き始めました。これは「ト

ランプ氏の主義・主張をどう思いますか？」と聞か

れた時は「反対」を表明するものの、じつはポリコ

レに不満を持ち、トランプ氏の主義・主張に対し、

本心では「そうだ、そうだ」と思っている人が、公

には反対だが、どこに投票したか知られることのな

い投票時はトランプに票を入れるといった人たちで

す。この隠れトランプ票が、大方の予想をひっくり

返して「トランプ氏当選」となった。トランプ氏個

人の支持というより、過度のポリコレへの不満の受

け皿がトランプ票になった。との説明でした。

　しかし、アメリカの強さを支えているのは、多様

性なのは間違いないと思います。現在のアメリカの

反映を支えているのは移民と言っても過言ではあり

ません。

　アップル創業者のスティーブジョブスの父はシリ

アからの移民。グーグル共同創業者のセルゲイブリ

ンはモスクワ生まれ、 6 歳の時にアメリカに移住等

々。アメリカへの移民には「出生地主義」が有効に

働いているのだ。出生地主義とは、「親の国籍に関

わらず、自国の領土で生まれた子供には自国民とす

る」主義です。どんな親だろうとアメリカ領内で生

まれればアメリカ国民だ。ということです。アメリ

カには不法移民が毎年多数入国してくるそうですが、

その夫婦がアメリカで子供を産んだら、その子はア

メリカ人の国籍を持つことになる。そしてその両親

も子供の養育のためにと、アメリカ国籍が与えられ、

新たなアメリカ人が新しい産業や企業を興していく

というダイナミックさがアメリカを支えているのだ

と思う。

　トランプ氏は再選されませんでしたが、今後のア

メリカがどのように変化していくかは興味が尽きま

せん。

【紹介者】岡田靖弘会員

日本航空株式会社

ジャルセールス北陸支店

支店長

小出  健也 様

3月誕生祝い
14日　川本　　樹会員
19日　澤守　麻希会員

15日　中田　一於会員 18日　塚本　幹雄会員

ニコニコBOXの年間達成目標 1,500,000 円 ニコニコBOX3月末の累計金額 900,010 円


