
2020～2021年度
小松ロータリークラブ　会 長　寺 田  英 夫

　４月は母子の健康月間です。女性が健康で生き生きとした状態だと、家庭や社会全体

が健康になります。母親の健康は、即、子供の健康に影響し、将来を担う子供の成長に

如何に関係が深いかを、今一度考える時ではないでしょうか。

◆スローガン

良い縁を活かそう
「縁尋機妙」「多逢勝因」

3／25

例会報告 2021年4月1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％

ニコニニコニコBOX
寺田英夫、数左從光、松多伸悟、川本　樹、中澤宏介
杉本雅規、德田八十吉、大畑清三、髙木千鶴、山﨑輝芳

メークアップ届
中田、山根、王生、湯浅、杉本、数左、澤矢

中橋、宮城、松多、澤守
次期クラブ奉仕委員会

2021年4月1日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3186回

★ゲスト紹介：beauty stock SPROU / Cafe Grace Garden　代表　三井みづほ 様
★幹事報告　４月１日よりロータリーレートが１＄１１０円に変更（１０６円より変更）
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ごあいさつ

第２回ミニフォーラムに１２人が出席

４月１６日：小松空港２Ｆ会議室
　４月１日から小松

ＲＣのＨＰがリニュー

アルされました。

一般の方にもＨＰを

通じてＲＣ活動を理

解してもらうととも

に、会員増強に繋が

ればと思っています。

　小松ＲＣのミニフォーラムは４月１６日、小松空港

内の２Ｆ会議室で会員１２人が出席し開催されました。

　今期２回目のミニフォーラムでは、座長を務めた

蓮井正樹国際奉仕委員長が、ロータリー財団と米山

奨学会の歴史について述べ、国際間の理解と親善を

深めるため、会員に一層の支援をお願いしたいと呼

びかけました。

４月からＨＰリニューアル！！



　ロータリー年度は 7月から始まりますが、会長の
仕事はその半年前から始まります。会長を引き受け
てから、約 1年半は緊張が抜けませんでした。私は
幹事未経験の初めての会長で、当時、副会長経験者
は会長をしないと言う暗黙の規約？がありました。
亡き堀伸市会長が突然我が家を訪れたときは、何か
わからず、座敷に通したのが、断れなくなった理由
と記憶しています。 2012年7月はロンドンオリンピ
ックが始まり、その後中国とは尖閣諸島をめぐる激
しい摩擦、日本製品のボイコット等が吹き荒れてい
ました。
　その年の会長スローガンは、「ロータリー活動の中
で自らを高めよう」でしたが、会員の皆さんは如何
だったかは分かりませんが、私にとっては毎週の会
長挨拶、他クラブとの親睦、全てのロータリー行事
への参加等、緊張の 1 年でしたがとても有意義で、
少しは自らを高められた様に思われました。それ故、
若い会員の皆様には、会長職が回ってきたら、絶対

に断らない様にしてください。そして当時、会長は
その年度に、必ず何かの事業を為し、後世に残すと
いう暗黙のノルマがありました。私は飛行場の周辺
に「銀ヤンマの里」計画を立て、市との交渉に当た
りました。折しも市の飛行場周辺整備計画が発表さ
れ、無視されました。それ故、何の事業もしなかっ
た初めての会長でもありました。その後約10年、一
部は整備されましたが、ギンヤンマの里計画の部所
は何の変化もありません。市長も代わった折、そぞ
ろ、突いて見ようかとも思ったりしています。
　私は平成10年、那谷忠雄さんに、双方の愛犬の取
り持つ縁で、誘われ入会しました。その間多くのロ
ータリアンとの交流があ
り、多くを学ばせていた
だきました。会長就任時、
63名の会員がいましたが、
今、残っている会員は29
名になりました。時の流
れでしょうか。
　今年、65周年ですが人
は代わっても、これから
も小松ロータリーが継続
発展して行くものと信じ
ています。

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 ～

2021年4月15日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3188回

★寺田 英夫会長  挨拶・報告　4月米山奨学金贈呈：ワヒユニ ファウジア 様
★ゲスト紹介：元金沢写真院４代　草野　輝久 様

４月定例理事会
2020ー2021年度補助金審査会
能美ＲＣ創立50周年記念式典

メークアップ届
4／8
4／10
4／10

寺田、松多、中澤、杉本、山本省五、西、蓮井、大畑、岡田、澤守、德田、後藤、東

　　　　　　　　元

　　　　　　　　寺田、中澤

例会報告 2021年4月15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
岡田靖弘、元　良典

２０１２〜２０１３年

第５８代会長

中川　公三

4／1
4／2

例会報告 2021年4月8日（木）アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 49名・出席数 32名・欠席数 17名・出席率 65.31％

ニコニニコニコBOX
寺田英夫、松多伸悟、中澤宏介
岡田靖弘、北村和久

メークアップ届
　　　　　　　　　　　　蓮井、德田、元、髙木、大畑、山根、松多、澤守

数左、後藤、山﨑、岩崎、北村和久、髙野、那谷、橋浦、福島、江戸、松多、澤守

次期国際奉仕・職業奉仕委員会
次期会場・親睦活動・プログラム・姉妹クラブ交流委員会

2021年4月8日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3187回

★ゲスト紹介：全国北前船研究会　副会長　見附　裕史 様
★寺田 英夫会長  挨拶・報告

２０１２～２０１３年度

基  本  方  針

会 長 中  川　 公  三

２０１２～２０１３年度  小松RC  基本方針

　この度、第５８代小松ロータリー会長を拝命致しました。身に余る光栄ではありますが、

その歴史ある伝統の中での責任の重さをひしひしと感じています。この一年間、会員の皆様

とともにクラブ運営に一所懸命に取り組んでまいりたいと思います。よろしくお願い申し上

げます。

　細胞の分裂の如く、ロータリークラブは拡大してきましたが、やはり、宿命として拡大に

は限界があります。日本のロータリークラブ活動は、近年の不況と人口の減少の中で今まで

の拡大路線では成り立てない岐路に立っている様に思われます。その中で原点に立ち返り、

外に向けては奉仕の中で社会に貢献し、内に向けては会員どうしの親睦を深めることが大切

であると思われます。ロータリー活動を通じて、会員どうしの信頼と友情が増し、奉仕の実

践の中で、単なる自己満足でなく、自らの社会の中での存在意義を認識出来れば幸いであり

ます。また、ロータリアンの中には、色々な職業の尊敬すべき立派な方々が多々居られ、そ

の交流の中で博識と人間性を学ぶことができます。意義ある感動すべき卓話も数多く接する

ことができます。そうしたロータリー活動、特に奉仕の実践を通じて、自らの社会感の構築、

社会への貢献、そして人格の向上を目指したいと思います。その為には例会やロータリー活

動に積極的に参加し、そしてそれが楽しいものであり、自らの人生の軌跡の中での輝かしい

期間にしたいものであります。以上により、本年度の当クラブの目標的テーマを掲げたいと

思います。



2021年4月22日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3189回

★川本　樹副会長  挨拶・報告　　★ゲスト紹介：九谷毛筆細字四代目　田村　星都 様

4／16

4／18

例会報告 2021年4月22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、数左從光、松多伸悟、川本　樹、中澤宏介、中田一於
岡田靖弘、德田八十吉、髙野純平、王生幸夫、西　正次

メークアップ届
  蓮井、寺田、江戸、後藤、東、王生、西、岡田、大畑

  德田、山本省五、湯浅

　　　　　　　　　　　　松多、德田、澤守、大畑、元、澤矢

第２回ミニフォーラム

2021ー2022年度のための地区研修・協議会

　2021年を数秘術の９年サイクルで見ると、ちょう
ど【５】の年に当たりますが、『５のキーワード』と
して、「変化・成長・自由・行動力・体験・柔軟性・臨
機応変・アクティブ・チャレンジ」等が挙げられます。
世界共通のカバラ数秘術というのは、どの数字もポ
ジティブとネガティブ両方の意味合いを持っていま
すが、特に今年はコロナの影響もあり、「自由が利か
ない」、「行動が制限される」等と、社会的には【５】
のネガティブな側面が表れている状況です。
　昨年の2020年に ＜コロナパンデミック＞ が始まり、
『時代の大きな転換期』となりました。数秘の９年
サイクルで計算すると、人生を９×９として【81年
サイクル】としますが、時代の流れもこの法則で見
ていくと、今がどういう時なのかが分かるようにな
ります。81年前の1939年は〈第二次世界大戦〉が始
まった年でしたし、更にその81年前は〈安政の大獄
（1858年）〉という、江戸時代から明治時代に変わる
転換期でした。国の制度も、貨幣も、仕事の内容も
変わっていったという事実を見る時に、コロナの前
と後では、ありとあらゆるモノが確実に変化してい
くということが分かります。

●第3186回例会（2021.4.1）卓話要旨 数秘で見る 2021年と
風の時代の生き方beauty stock SPROU

Cafe Grace Garden
代表

三井みづほ 様

　
　では具体的にどのように変わっていくのかという
ことですが、ここからは占星術を使って読み解いて
いきます。最近【風の時代】に入ったという話はよ
く聞かれるようになったと思いますが、【風】とは宇
宙の根源的な要素とされる【火・地・風・水】の四大
元素から来ています。これまでは「固定・安定・組
織・国境・ヒエラルキー・所有」等と ＜目に見える
モノ＞ を重視する【地の時代】だった訳ですが、時
代は変わり、今は ＜目に見えないモノ＞ に価値をお
く【風の時代】に突入しました。
　【風の時代】の特徴に「個人・仲間・情報・イン
スピレーション・グローバル・共有」等があります。
「良い大学を出て一流企業に入り、安定した老後を
迎える」というのが【地の時代】のステータスでし
たが、今後は「個人がクローズアップされ、自分が
好きなこと、楽しいことをし、それを如何にシェア
するか」に焦点が合わせられるようになっていきま
す。自分の価値観そのものが社会的な価値を生み、
一つの情報として拡散され、自分という存在がより
尊いものになるということです。つまり、自分軸を
明確にした人ほど生きやすくなる訳です。
　これからの日本の未来に何を残すか…、希望と可
能性のある「言葉」で、世界に影響を与えていく日
本人として日々挑戦し続けています。

【紹介者】髙木千鶴会員

全国北前船研究会

副会長

見附  裕史 様

　平成29年に「北前船」が日本遺産に認定されたこ
とをきっかけにして、にわかに北前船に対する関心
が高まってまいりました。現在、その認定地は、全
国16道府県、48市町にまで広がっています。その認
定地を地図上に落としてみると、まさに往時の北前
船の航路そのものです。とりわけ、石川県は全国的
にも最も多く北前船主を出したところで、金沢近郊
の粟ヶ崎（内灘町）の木谷藤右衛門、宮腰（金沢市
金石）の銭屋五兵衛、本吉（白山市美川町）の熊田

●第3187回例会（2021.4.8）卓話要旨

源太郎、安宅（小松市）の米谷半平や松村伊右衛門
などといった船主はよく知られています。
　一方、能登の門前黒島（輪島市）や加賀市の橋立
や瀬越などは、北前船の寄港地ではなく、船主集落
として栄えました。特に、橋立では、北陸北前船主
のリーダーとして活躍した久保彦兵衛、北前船主か
ら北洋漁業に転身し成功した西出孫左衛門の2人が、
瀬越からは、およそ400年間にわたって海運業を続け
てきた名家の当主廣海二三郎と民間初の外国船定期
航路を開発した大家七平の 2 人が出て、これら 4 人
の北前船主は「加賀の四大船主」として、全国的に
知られています。県内には、こうした大船主の遺産
ともいうべき豪邸も残されています。機会があれば
是非ともご覧下さい。

【紹介者】岡田靖弘会員

北前船と加賀・能登の船主たち



4月誕生祝い
15日　澤矢　豊伸会員
18日　大畑　清三会員
27日　蓮井　正樹会員

16日　上出　衛二会員
18日　山﨑　輝芳会員

17日　杉本　雅規会員
22日　德田八十吉会員

《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。

　
　細かな文字を器の内側にまっすぐに描き入れてい
ることは特に難しく、仕事を始めた当初は大変苦労
しました。ひらがなの同じ一文字を何度も練習する
日々で先行不安な日々が続きました。陶芸、書、古
典文学、絵など九谷焼の為には多くの素養が必要で
す。一日24時間では足りないといつも感じています。
　10年前に高堂町で独立し、現在は県外の百貨店や
画廊で個展を中心に活動しています。
　コロナ禍で現在は難しいですが海外での展示も増
えております。九谷焼や細字技法を多くの方に知っ
ていただけるのは嬉しいことです。
　細密技法は、陶器の機能としては絶対的に必要な
ものではありません。だからこそ手を抜かない仕事
をすることは自分との戦いだと感じます。便利さを
求める時代だからこそ手仕事の凄みを感じさせるよ
うな仕事をしていきたいと思っています。

　九谷毛筆細字は、極小の文字で和歌などの日本の
古典文学を九谷焼に描き込んでいく、伝統技法です。
その技術を継承する家に生まれました。
　九谷毛筆細字技法は、世界的にみても珍しい、陶
芸の加飾技法だと言えます。九谷焼は分業による生
産体制をとっており、各分野を担当する職人が他の
追随を許さないような独自の技法を追求したことが、
細字技法が発達した理由の一つだと思います。
　九谷焼を家業とする家に生まれたものの、学生時
代は全く陶芸の仕事に興味を持てず県外の大学で国
際政治経済学を学びました。が、地元を離れれば離
れるほど、実家の仕事や地元の良さに気づくもので、
24歳の時に小松市へ戻りました。

●第3189回例会（2021.4.22）卓話要旨 九谷の伝統技法を継承して
～ 毛筆細字の世界 ～

九谷毛筆細字

四代目

田村  星都 様

【紹介者】王生幸夫会員

【紹介者】岡田靖弘会員

　北室南苑さんが「陽明丸奇跡の大航海」と題して
卓話予定でしたが、本日は都合により出席できず、
私から少しだけお話をした後、ロシア戦争捕虜の金
沢での物語をお話します。
　100年前革命や内戦で混乱のあったロシア、ペテロ
グラードを離れ、ウラル地方に疎開した800名の子供
を連れて船で洋上に逃れ、地球をほぼ一周して親元
に帰そうとしました。日本船陽明丸が２つの大洋を
越えついにフィンランドに到着した事実を、2009年
にサンクトペテルブルクで個展を開いた北室南苑さ
んがその折訪れたオルガ・モルキナから陽明丸の船
長の探索を懇願され、2年の努力の末、船長を突き止
めました。
　1905年、日露戦争で捕虜として日本には７万人が
いて、金沢には6000名が収容されました。その内ロ
シア海軍の将校の貴族が金沢市の高岸寺に収容され、
その時に撮影された集合写真が私の金沢写真院の初
代　梶　彬が撮影。100年大事に保存され、明治38年

●第3188回例会（2021.4.15）卓話要旨 日露友好の奇跡
6 月の北國新聞にその名簿が見つかり、写真と名簿
を新潟ロシア総領事館へ行き、セルゲーエフ・ミハ
イル総領事にその子孫を捜してほしいと依頼。 2名
の曾孫、アンナさん、エレナさんの 2 組 4 名を金沢
へお招きし、10月3日〜 6日まで在沢。3日に金沢駅
でお出迎え、 4 日には野田山のロシア兵のお墓詣り

（10名の金沢で亡くなった兵士）、金沢市、石川県の
表敬訪問へ。午後は日露友好の奇跡のシンポジュウ
ムを行い、徳島でも捕虜子孫との交流を行った立木
さとみさんの基調講演を行い、その後総領事とアン
ナさん、エレナさん、私などでパネルディスカッショ
ンを行い、彼女からは「金沢へ来られてうれしい。」

「ロシア兵のお墓を整備して頂き、感謝しています。」
との発言等がありました。 5 日には収容された高岸
寺を訪れ、収容された部屋を見学、当時の生活を思
っていました。その後、金沢市内見学。 6 日には能
登へ、千里浜海岸も走り、その日のうちに京都へ。
東京を経てロシアへ帰国。
　１枚の古い写真がきっかけでロシアの方を金沢へ
お招きし、好印象を持って帰国。これが両国民の市
民レベルの草の根運動の成果となりました。
　私の強調したい事は、写真の力は凄い事です。100
年残っていた写真がこのような物語を作ってゆくこ
とです。大事な写真は残しておいて下さい。

元金沢写真院

４代

草野  輝久 様

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 978,010 円


