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小松ロータリークラブ　会 長　寺 田  英 夫

　５月は青少年奉仕月間です。

　小松ＲＣでは、小松商業高校ＩＡＣ、小松工業高校ＩＡＣのスポンサークラブとして、

活動を支援しています。ローターアクトクラブについては、会員の減少に歯止めがかから

ず、現在は上出君１名での活動に頭が下がる思いです。

　青少年奉仕月間で思う事は、次世代を担う青少年と如何に接し指導したら良いか、小松

ＲＣ全会員が今一度考える機会ではないでしょうか。
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良い縁を活かそう
「縁尋機妙」「多逢勝因」
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　職業奉仕委員会では５月２７日、小松商業高校で

２年生１４９人に職業講話を行い、山本省五職業奉

仕委員長ら４人がそれぞれの職域を代表して、４

クラスに分かれて「介護の仕事」や「接客業につ

いて」と題して講話をしました。

　職業講話を聴いた生徒からは、

今後の進路や職業選択に役立つ

内容で、学びの多い講話だった

と感想が寄せられました。

5月27日（木）15:30～16:20  7限目

2年生の149人に職業講話

後藤　充会員 髙野純平会員 澤守麻希会員 山本省五会員

小松商業高校  職業講話

21H　後藤　充会員
22H　髙野純平会員
23H　澤守麻希会員
24H　山本省五会員



　私は運の強い人間だと思っています。それは

幾度となく身に余る幸運に恵まれました。その

多くはロータリー活動を通じ、たくさんの出会

いとご縁をいただき、人脈の宝物ができました。

多くの先輩の方々から励ましの言葉、生きる力、

チャンスに気づかせてもらいました。また、同

時に交流を通じ多様性、社会貢献、寛容性など

を学びました。これからも大いに人間性を高め、

人との関わり合いの中で自分が生きている事を

知る人生にしたいと考えています。

　会長在籍中の思い出として、62名の会員が在

籍しており2610地区大会の開催のホスト役とな

って湯浅外志男ガバナーの年度と重なり、親し

みを持って我がロータリークラブがお世話をい

たしました。一千名に近い地区の会員が集い、

人を育み未来を創るロータリーのテーマに沿っ

て親睦を深めました。

また、この年度から私

のテーマに沿って未来

を育む子供達の為に小

学校25校に対して子供

達のロータリー文庫と

して貢献できればと思

い、育英基金制度を立

ち上げました。

　これからも長く継続

できるように協力をし

ていきます。

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 ～

２０１３〜２０１４年

第５９代会長

中橋　勝美

★寺田 英夫会長  挨拶・報告

★各委員長報告　☆春の褒章　黄綬褒章　受章祝い：西　正次 会員
　　　　　　　　　☆結婚祝い：数左　從光 会員・澤守　麻希 会員
　　　　　　　　　☆ゴルフ愛好会　会長賞授与：北村　和久 会員
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例会報告 2021年5月13日（木）アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 49名・出席数 33名・欠席数 16名・出席率 67.35％

ニコニニコニコBOX
能美ＲＣ　会長：元山利朗様
　　　　　創立50周年実行委員長：田川　剛様
寺田英夫、松多伸悟、中澤宏介、西　正次、本村公志
中橋勝美、岡田靖弘、德田八十吉、後藤　充、北村和久
数左從光、澤守麻希

メークアップ届
松多、寺田、德田、杉本、澤守、中澤、数左、中田

大畑、蓮井、元、岡田、澤矢、髙野、後藤、東、宮城

　　　　　　　　　　　　松多、德田

東、本田、王生、数左、北村和久、北村茂、元、中橋

澤守、澤矢、寺田、上原、山﨑

杉本、後藤、王生、北村和久、宮城、西、岡田、大畑

德田、山本省五

第２回予定者理事会

ＲＣ・リーダーシップ研究会（ＲＬＩ）パートⅢ
第２回ゴルフコンペ

第３回ミニフォーラム

2021年5月13日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3190回

★幹事報告　５月１日よりロータリーレートが１＄１０９円に変更（１１０円より変更）

２０１３～２０１４年度  小松RC  基本方針

将来のために行動するロータリアンを育てよう

ス　ロ　ー　ガ　ン

①  小松ロータリークラブのブランド力強化活動

②  育英会創設準備のスタート

③  若者の職業観を育てよう

④  会員増強と出席率の向上施策

⑤  地区大会を全員協力で成功に導く

クラブ内目標

２０１３～２０１４年度

基  本  方  針

会 長 中  橋　 勝  美

　第５９代小松ロータリー会長として良き伝統を引き継ぎ更なる革新を進め存在価値を高め

ます。小松ロータリーは　楽しい・役にたつ・貢献できる・育てよう・を掲げ時代の変化に

応じたチーム力を発揮して意義ある一年にしたいと思いますのでご支援とご協力をお願い申

し上げます。

　現㈱丸西組の代表取締役会長で、石川県建設業協会常任理事、小松能美建設
業協会長など、関係団体の要職を歴任され、長年にわたり、建築工事、土木工
事など公共施設を数多く施工しており、令和 2 年 7 月には、国土交通省北陸地
方整備局から、令和2年度工事成績優秀企業に4年連続で認定されるとともに、
I CT活用工事成績優秀企業にも認定されるなど、卓越した技術力や経営手腕が
高く評価され、春の『黄綬褒章』を受章されました。

ー  春の褒章で黄綬褒章に輝く  ー
西　正次さん  おめでとうございます！！



2021ー2022年度 地区ＲＡＣ提唱ＲＣ会長懇談会5／15

例会報告 2021年5月20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 71.42％

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
松多

2021年5月20日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3191回

★ゲスト紹介：石川郷土史学会　常任幹事　横山　方子 様

★寺田 英夫会長  挨拶・報告
　　5月米山奨学金贈呈：ワヒユニ ファウジア 様

　加賀藩歴代藩主の中で群を抜いて存在感を示すの

は三代前田利常である。父利家と越前府中出身の側

室千代保（寿福院）の間に生まれ、幼時を越中守山

で姉幸姫夫妻に養育されたあと、人質として小松の

丹羽長重の元にしばらく身を寄せた。運が開けたの

は兄で二代利長が弟の能力を見込んで後継者と決め

たときである。やがて徳川秀忠の二女珠姫が利常に

輿入れした。従って珠姫の弟で後年三代将軍になる

徳川家光は利常の義弟となった。それから19年が経

ち、珠姫の妹和子が後水尾天皇の女御（のちに中宮）

になったため、利常は天皇の義兄となる。

　珠姫は多くの子を残して早世するが、そのうちの

一人富姫が寛永19年後水尾天皇のいとこ八条宮智忠

親王の妃になる。叔母和子の養女としての立場を得

た上でのことだ。嫁ぐに際し前田家は京都の宮家に

新居を建て、先代から造りかけていた桂離宮の完成

に大いに力を貸した。

　それだけではなく、毎年三千石の化粧料を富姫に

出さなければならない。宮家との縁組は実家にとっ

て大きな出費になるが誰にでもできることではなく、

この上もない栄誉であるため縁組を断るようなこと

はしない。

　京都では利常の次兄利政の娘種が豪商角倉玄紀に、

二女松が公家の四辻家に、三女習が公家竹屋家に嫁

ぎ、前田家ではそれぞれに化粧料を年が改まるたび

に負担していた。さりながら公家などとの縁組は京

都の情報を入手するのに役立ったのではあるまいか。

　利常は寛永16年に隠居し、長男光高は四代藩主と

なり、二男利次には富山藩を、三男利治には大聖寺

●第3191回例会（2021.5.20）
　卓話要旨

京の文化に魅せられた前田利常
藩を分封して、自らは小松城を築城して翌年、金沢

から居を移していた。文武に優れていたと伝わる光

高は将軍家光の養女大姫を妻に迎え、のち五代藩主

になる綱紀が生まれた。しかし光高はわずか31歳で

急逝。以後、利常は参勤で江戸へ行くたびに幼い綱

紀がひとかどの人物になれるように教育した。その

結果、綱紀は他に引けを取らない名だたる大名にな

ったのである。

　利常の政策の一環には文化・美術・工芸を藩内に

興させるという目的があった。そのためには永きに

わたり確かな技術を保持し発展させてきた京都の技

を引き寄せて定着させ、浸透させていかなければな

らない。京都との太いパイプ役が必要であった。

　何人かの人物を挙げてみよう。利家の代、すでに

刀剣の手入れ、鑑定の家柄として都に名高い本阿弥

家に知行を与えた。この家からは総合芸術家として

高名な光悦を輩出している。更に蒔絵作家として優

れた技術を持つ五十嵐道甫も利常に招かれ、二代に

わたって京都から金沢に来て弟子を育て裾野を広げ

た。また主に刀剣の飾金具を製作してきた後藤家に

おいては上後藤家の覚乗が特に信頼を受け、作品を

作るのみならず、京都での加賀藩の評判を良きにつ

け悪しきにつけ探り、直接利常の耳に入れる役まで

命ぜられた。

　一方、利常が最も影響を受けた文化人は小堀遠州

である。世に「きれいさび」と言われる茶道遠州流

の流派を立て、作庭や建築に磨き抜かれたセンスを

発揮し朝廷や徳川家から重用されて京都と江戸を行

き来して美を表現した。前田家では遠州に茶の指導

を乞い、作事・作庭の相談をする。利常は江戸本郷

邸でも隠居地小松城でも遠州座敷を建てている。

　まだまだ数えきれないほど多くの美が京都から加

賀藩に入ってきた。江戸時代に限らず、今日の我々

も知らぬうちに利常によってもたらされた美に触れ

ているのである。
【紹介者】岡田靖弘会員

石川郷土史学会

常任幹事

横山  方子 様

　小松ＲＣで 5月20日に卓話された横山方子様は、県内の各分野で長年にわたり精進を重ね、郷土の

発展に尽くされた人たちに贈られる第39回北國風雪賞を令和3年5月30日に受賞されました。

横山方子様の北國風雪賞　おめでとうございます！！



《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。

2021年5月27日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3192回

★ゲスト紹介：小松マテーレ株式会社　代表取締役  副社長　髙木　泰治 様
★ビジター紹介：小松シティＲＣ　角谷　治男 様

例会報告 2021年5月27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 小松シティＲＣ　角谷治男様
寺田英夫、数左從光、中澤宏介、蓮井正樹、杉本雅規、岡田靖弘、德田八十吉、髙木千鶴

5月誕生祝い

4日　中澤　宏介会員

【紹介者】髙木千鶴会員

　2019年の12月は中国の武漢で一番最初にコロナの
発症ということが公に話された日でもございます。
それから翌年の１月に日本に登場しましたが、当社
は２月24日より、石川県の３・４・５番目のコロナ
の患者が発生した会社でございます。当時、我々は
まず、「企業として公にすべきか如何なのか？」とい
うことを社内でもかなり論議しましたが、最終的に
「３月２日から14日間会社の製造、関係会社を全部
止めよう！」という決断をしました。
　その間、20億の売上と５憶の利益が飛んだという
のが現状・状況でございますが、結果的にコロナで
全面休業というのは、最善の判断だったなと思って
おります。
　当時は、当社の従業員のお子さんが保育所に行く
と、「来てくれるな！」と言われたりと、色々なかた
ちの誹謗中傷があり、「暗い話ばかりでも駄目だろ
うな」、従業員等々についても「何かいい話はないだ
ろうか？」と当社の会長と話しました。
　ちょうどその時、２年ほど前から開発をしていた、
パスシートの抗菌効果や、ウイルス対策の第三機関

●第3192回例会（2021.5.27）卓話要旨 コロナ禍での再挑戦
の証明書が届いていました。そのため、「これを利用
した商品ができるのではないだろうか？」という風
な判断をしまして、２月28日北國新聞を中心に、「イ
ンフルエンザ・ウイルスをマスクインナーで対応す
る！（光触媒で分解する布地を開発）」という発表を
した訳です。
　それから２週間が経ち、製造を徹底的にやり、そ
れを販売していきました。従いまして、ダウンはし
たけれども、その材料が世の中なかったということ
で、おかげさまでそういった影響がプラスの方向に
働き、良かったなという観点もありました。
　後々分かりましたけれど、「ありとあらゆるところ
が廻っているんだなあ」と、こういう風に思う訳です。
　私が好きな司馬遼太郎が小学生に向けて書いた本
があるんですけれども、「昔も今も、また未来におい
ても変わらないことがある。そこに空気と水、それ
に土などという自然があって、人間や他の動植物、
更には微生物にいたるまでが、それに依存しつつ生
きているということである。」
　「最もだなー」と思いつつ、「やはり方向性を定め
る人というのは、微生物に至る迄関係性があるわな
あー」とこう思う訳です。是非、我々はこういう時
代にですね。皆さんの日頃のご活躍と同時に、所謂
「世の中をより良くしていこう」とそういう意味で
も、今後益々のご発展を祈念いたします。

小松マテ―レ株式会社

代表取締役  副社長

髙木  泰治 様

ニコニコBOXの年間達成目標 1,500,000 円
ニコニコBOX5月末の累計金額 1,106,010 円

　4月1日から、小松ロータリークラブのホームページが改修さ
れ、リニューアルしました。
　見やすくわかりやすく、一般の方にもクラブの目的と手段を
明確に表現できたと考えています。また入会を希望する方々に
とっても、理解して貰えるものとなりました。会員募集に対し
ても、会員の皆様から自信を持って見てほしいと伝えて下さい。
　今回、例会のご案内と出欠もスマホを通してご返事できるよ
うになりました。設定・使い方等のご質問等がありましたら、
事務局又はドコモショップ粟津店にて無料にてお手伝いをいた
します。ドコモショップ粟津店へのお問い合わせは、予約電話 
0120-684-388 までご連絡ください。

　 　 　 　 　 　　（広報・インターネット委員　中橋　勝美）

小松ＲＣのHPが見やすくなりました！！●第２回ゴルフコンペ

北村和久会員２連覇！！ＢＧ賞も
　小松ＲＣゴルフ同好会の第２回コンペは、五月晴
れの中、会員12人が参加して片山津ゴルフ倶楽部の
日本海コースで行われ、熱戦が繰り広げられ、昨年
９月21日の第１回コンペに続き、北村和久会員が２
連覇を制しました。
　上位の成績は
下記の通りです。

【第１位】
【第２位】
【第３位】
【 Ｂ Ｇ 】

北村  和久
王生  幸夫
中橋  勝美
北村  和久

5月9日（日）
片山津ゴルフ倶楽部


