
市内２３小学校に育英会寄付金を寄贈 ７月１日（木）：小松市役所

　令和３年７月１日、寺田英夫直前会長と中澤宏介直前幹事が小松市役所を

訪ね、2020〜2021年度の育英会寄付金として石黑和彦教育長に23万円の目録

を手渡しました。

　小松ＲＣ育英会は、2013〜2014年度の中橋勝美会長からスタートしました。

市内の23小学校に『小松ロータリー文庫』を設置して、児童に読書を通じて

健全で豊かな人間性を育んでもらう目的で、2013年 7月から育英会寄付金と

して会員から募り、毎年、年度末の 6月に小松市教育委員会を通して図書購

入費を贈ってきました。 8年間の総額は272万円にのぼり、今後も児童のため

に活動を続ける予定です。会員の皆様のご協力をお願いします。
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2020～2021年度
小松ロータリークラブ　会 長　寺 田  英 夫

　小松ロータリークラブ会長就任して以来、責任の重さに押し潰されそうな日々を
過ごしながら、ようやく私の会長職も今月で終えることとなりました。
　顧みれば、人生にもう一度、未熟な自分に自己研鑽の機会を与えられたと、チャ
レンジする思いでスタートしました。しかし、2020年は歴史的な１年になりました。
東京オリンピック、パラリンピック大会を契機に、4000万人のインバウンドで国内は賑わうはずでした。
新型コロナウイルスの出現によって、目論見はもろくも崩れました。緊急事態宣言が出るということは、
誰も予想していなかったことです。『不要・不急』を避ける日常となり、人との距離は『ソーシャルディ
スタンス』を維持する毎日になりました。
　そういう中で、エレクト時代の『ＰＥＴＳ』『地区協議会』『地区大会』子クラブとの交流、その他多くの
行事の中止となり、苦労が絶えない年度になりました。しかし、当クラブの例会だけは、感染対策を実行
して開催を続けることが出来ました。ご理解、ご協力ありがとうございました。
　ガバナー事務局より、オンラインを活用し、リモートなどハイブリッドでの例会を勧められましたが、
私はロータリーの良さは、人とのつながり、ロータリーの仲間と出会い、語り合う時間を共有することの
温もりに、嬉しさを感じていました。ロータリーの魅力は、人と集うことにより繋がりを持つということ、
そこには、多様な人々が集まる中、ロータリーの『超我の奉仕』という哲学を共有する安心感があります。
ロータリーは『不要・不急』ではなく、『豊かさの存在』と実感しています。
　私はこの１年、『縁尋機妙、多逢勝因』をテーマとしてきました。良い縁がさらに縁を尋ねて発展して行
く様は、誠に妙なるものがある。良い人に交わっていると、気付かないうちに良い結果に恵まれる。いい
人に会うこと、それにはいい場所に出向くこと、それがいい機会を生むと言うことです。そうやって、い
い人の多くの良きものと良縁を重ねて、最後に良い結果となる。『良い場所とは、小松ロータリークラブ
例会場』だと考えています。
　最後になりますが、新型コロナ禍の１年間、ご理解とご支援とご協力を賜り、ロータリーの友情で私を
包んでいただき感謝申し上げます。ありがとうございました。

は賑わうはずでした。
が出るということは



　私が会長となったのは2014〜15年度で、前年度

は湯浅外志男会員のガバナー就任があって、次年

度は60周年記念事業が控えており、大きな行事が

ない、いわゆる谷間の年度でした。このため、ク

ラブ自体は行事の準備等に煩わされることはあり

ませんでしたが、新世代関係（ＩＡ、ＲＡ）では

大きな行事が相次いでありました。

　まず、ＩＡ関係では小松商業高校が年次大会の

ホスト役になっていましたが、クラブ顧問も副顧

問も４月１日付で他校に転勤となり、年次大会の

開催が危ぶまれました。しかし、細道政祥校長の

英断で、工藤利勝先生を臨時顧問としてつけてい

ただいたので、大会は大成功に終わり、2610地区

の川合声一ＩＡ委員長からも高い評価をいただき

ました。

　次に、ＲＡ関係ではＲＡ40周年式典準備に加え

て、佐藤宣弥君が地区代表（ＲＣのガバナーに相

当）になったために、少ない人数（塗茂祐也君を

急遽入会させて６人）で年次大会も準備しなくて

はならず、大変だったようです。

　また、以前から私は米山カウンセラーもしてい

ましたが、留学期間は会長年度前の３月までとな

っていましたので、安心していました。しかし、

これは地区の手続きミスで実は９月までだったの

です。このため、７〜９月の３ヶ月間は会長とカ

ウンセラーの両方を兼務しなくてはならず、他ク

ラブで行う米山卓話への同行が大変でした。

　私は幹事経験をせずに会長になり、理事経験も

少なく、理事のエレクトになった時は５年ぶり４

回目でした。しかし、幸いにも２回は新世代委員

長での理事でしたので、私の年度に新世代関係の

行事は集中しましたが、大過なくできました。

　この様に経験も少ない私でしたが、中西忠彦副

会長、寺田英夫幹事を始め、各理事および会員の

皆様に助けられて、無

事大役を勤めることが

できました。さらに、

金沢ＲＣ80周年式典、

山中ＲＣ50周年式典、

天皇陛下の木場潟植樹

祭に招待され、和田愼

司市長にも面会でき、

会長にならなければ経

験できない貴重な体験

ができました。

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 ～

ニコニニコニコBOX
寺田英夫、数左從光、松多伸悟、中澤宏介
西　正次、西木戸秀幸、蓮井正樹、德田八十吉
王生幸夫

2021年6月3日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3193回

例会報告 2021年6月3日（木）アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 49名・出席数 39名・欠席数 10名・出席率 79.59％

★寺田 英夫会長  挨拶・報告
★各委員長報告

☆ロータリーリーダーシップ研究会（パートⅢ）
　修了証 授与：松多　伸悟会員
　　　　　　　 德田八十吉会員

5／25
5／27

日本のロータリー100周年を祝う会
小松商業高校　職業講話

メークアップ届
德田

後藤、髙野、澤守、山本省五、寺田

★本日の会員卓話：『Refresh well Road in こまつ「歴史・文化・自然融合のまち」報告』
　　　　　　　　　　　　　　社会奉仕委員長　西　正次 会員

２０１４〜２０１５年

第６０代会長

蓮井　正樹

２０１４～２０１５年度  小松RC  基本方針

基  本  目  標

２０１４～２０１５年度

基  本  方  針

会 長 蓮  井　 正  樹

　このたび、第 60代小松ロータリークラブ会長を拝命いたしました。今年度の R I 会長は

ゲイリー・Ｃ・Ｋ・ホァン氏（台湾）で、テーマは「ロータリーに輝きを（Light Up Rotary）」

に決定しました。そして、氏は「孔子は世界で最初のロータリアン」と述べました。孔子と

いえば、その言動記録を綴った『論語』が有名です。奇しくも、当ロータリークラブであっ

た故・北弘美会員がロータリーの思いを『論語ロータリー』として2000年に上梓し、この本

でロータリーの行動規範と論語に書かれている事との類似性を述べています。10年以上前に

当クラブの先輩が論語とロータリーの共通性をすでに喝破していたことは誠に驚きです。

　ちなみに私事ですが、23年前の第37代会長（1991～92年）は私の父であり、さらにその

23年前の第14代会長（1968～69年）は私の祖父でありました。23年周期で巡ってきたロー

タリーとの不思議な縁に運命的なものを感じます。

　さて、今年度のクラブ内目標ですが、「（小松）ロータリーに輝きを」今後も続けて行くた

めには、これからクラブを担う若い会員の活動が不可欠です。青少年に関わる行事も今年度

はありますので、これまでの伝統を踏まえつつ、若い会員に実践を通して、明日を担うロータ

リアンになっていただきたいと思います。身が引き締まる思いでありますが、この１年間、

ロータリー活動に邁進したいと思います。皆様方のご協力をお願いいたします。

　　①  継続事業の踏襲

　　②  若い会員（年齢以外に入会歴の浅い会員も含む）の育成

　　③  小松ＲＡ創立４０周年

　　④  地区ＲＡ年次大会（小松ＲＡ）の支援

　　⑤  地区ＩＡ年次大会（小松商業高校）の支援

德田八十吉会員松多　伸悟会員



備も進めていきます。

　未来型図書館に関しては、多くの関心と期待が寄

せられています。今はまだ白紙の状態です。これか

らみなさんとコミュニケーションと対話を重ねなが

ら発想を限定させることなく、多種多様な意見を取

り入れ協働のまちづくりのモデルケースにしていき

たいと思っています。

　 3 年後には北陸新幹線小松駅が開業します。新幹

線駅と空港が近接するという立地を活かし、小松に

首都圏等のIT企業のサテライトオフィスの誘致を促

進します。また小松駅東地区の北陸電力グループ複

合ビルに企業誘致フロアを設け、力強く誘致を推進

します。

　最後に、新しいまちづくりへの挑戦として

DMM.com との包括連携協定を結んでおり、まずは、

市立高校でのオンライン英語授業やテレビ番組を通

じた市の特産品やふるさと納税をプロモーションし

ていきます。

　これらの施策は行政を支えてくれる市職員と力を

合わせ取り組んでまいります。そして、私自身が地

域に出向き皆様とコミュニケーションを深め、対話

を積み重ねながら、小松市の発展、皆様の幸福にな

ることを真摯に考え実現に取り組んでまいります。

●会員卓話要旨
　  　（2021.6.3）

Refresh well Road in こまつ
 「歴史・文化・自然融合のまち」報告

　西正次社会奉仕委員長は、６月３日の例会で、年

３回開催した委員会報告をしました。

◇第１回目：令和２年７月16日

　北前船で栄えた安宅とその周辺を見学しました。

◇第２回目：令和２年10月15日

　松尾芭蕉と小松について触れることができました。

◇第３回目：令和３年６月３日

　コマツ発祥の地の遊泉寺高山を訪れ、ものづくり

　の原点に触れることができました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大畑  記）

社会奉仕委員長

西　正次 会員

【紹介者】髙木千鶴会員

　今後、まちづくりを進めていくうえで、最も重要

な事は、次代を担う子どもたちが光り輝き、小松の

暮らしに幸せを感じるようになってもらうことと考

えております。そのためには、定住・交流人口が増

えることで、まちが賑わい、財産・税収が増加し、

そしてそれらを施策に活かすという好循環を作りだ

すことが必要だと思っております。

　 6 月より補正予算が審議され、新たな施策を進め

ていきます。現在、コロナウイルス感染症のワクチ

ン接種については、既に65歳以上の方の一回目の接

種は40％を超え、7 月より対象者を拡大していく予

定です。

　一方で、地域経済の活性化も重要であり、電子マ

ネーカードでのプレミアム商品券の販売や、空き店

舗に新たに出店する際の補助制度も考えております。

　子どもたちの未来のために、学校給食の無償化を

中学３年生よりスタートします。また併せて、市内

小中学校の学習環境向上と安全対策のために施設整

●第3194回例会（2021.6.10）
　　　卓話要旨

市民と共に進める、
次世代都市こまつをめざして

小松市長

宮橋  勝栄 様

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、松多伸悟
中澤宏介、本村公志、德田八十吉、山本省五、髙木千鶴

例会報告 2021年6月10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％

6／3

6／7

第３回予定者理事会

小松シティＲＣ

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

本村、蓮井、元、岡田、澤矢、髙野、後藤、東、宮城

北村和久

2021年6月10日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3194回

★寺田 英夫会長  挨拶・報告　6月米山奨学金贈呈：ワヒユニ ファウジア 様
★ゲスト紹介：小松市長　宮橋  勝栄 様・小松市役所　経営政策課　江口　駿 様



2020～2021年度  各委員会の活動を振り返って

　副会長にご指名いただいたにもかかわら

ず、なかなか出席できず、申し訳ありませ

んでした。４月の例会において、寺田英夫

会長の代行で点鐘や挨拶等を務めさせてい

ただき、最低限の役割を果たすことができ

たかと思います。一年間ありがとうござい

ました。

◆副会長　川本　樹

　一年間、幹事として務めることができま

した。

　会員の皆様に感謝申し上げます。

◆幹　事　中澤  宏介

　高校での職業講話は、昨年11月小松工業

の１・２年生 480 人を対象に７人の会員が

講師を務めました。今年５月小松商業の２

年生 149 人を対象に４人の会員が講師を務

め、生徒さんからは「学び多い講話だった」

と好評でした。

　中学校職業アドバイザー派遣推進事業は、

昨年９月松東中学校２人、10月南部中学校

10人、11月中海中学校１人、12月松陽中学

校７人と板津中学校８人、今年２月芦城中

学校３人と丸内中学校８人を派遣し、計６

校38人の講師を派遣しました。

　職場例会は、昨年11月に九谷セラミック・

ラボラトリーを会員30人が見学し、好評で

した。

　各事業に基づき、会員の皆さん及び会員

から紹介を頂いた講師の方々に協力を頂き、

何とか無事に終わることができました。皆

様に感謝申し上げます。

◆職業奉仕委員長　山本  省五 

　コロナ禍で３蜜（密閉・密集・密接）を

避け、ソーシャルディスタンスを取る等、

感染拡大を予防する新しい生活様式が求め

られる世の中になりました。

　当クラブでも例会が中止となったり、昼

の食事が持ち帰り弁当になったりと皆様に

は大変ご迷惑をおかけいたしました。

　早く通常の例会ができる様になりますよ

うに心より願っております。

◆会場監督　杉本  雅規

　今年度はコロナ禍という何事にも難しい

状況の中、寺田英夫会長はじめ、理事の皆

様には大変ご尽力頂き、深謝しております。

また、会計という重責を務めることができ

ましたのも、会員皆様のご理解があってこ

そ、本当にありがとうございました。

◆会　計　髙野  純平

　今年度は、クラブ奉仕委員会としてコロ

ナ禍で充分な活動ができませんでしたが、

そのかわり、クラブ会報が充実していたの

ではないかと思います。

　またＨＰを一新したのも今後のクラブ活

動において、広報、会員増強にも役立つの

ではないかと思います。

　プログラム委員会につきましても、コロ

ナ禍で難しい中、色々な卓話者でお呼びで

きたのではないかと思います。

　親睦委員会につきましては、残念ながら

２回の懇親会になってしまいましたが、工

夫をされて会員間の交流ができて良かった

と思います。ミニフォーラムも場所等も変

わりましたが、うまく開催できるようにな

ったと思っております。

◆クラブ奉仕委員長　松多  伸悟 

　今年度は例年と異なり、新型コロナ感染

の中で事業をどのように実施するか不安の

中で取り組みました。寺田英夫会長が毎週

の例会をソーシャルにて力強く継続実施し

たこともあり、会員間のコミュニケーショ

ンもしっかり取ることができました。

　お陰様をもって社会奉仕委員会事業計画

をほぼ予定通り実施できました。地元小松

の観光資源①北前船の安宅の町②松尾芭蕉

の訪れた小松の史跡③小松製作所発祥の地

遊泉寺銅山跡を委員会メンバーで巡ること

ができ、レポートとしてまとめることがで

きました。

　地元の歴史を知り、自分達の住む地域に

誇りを持てることのすばらしさを実感した

次第です。ありがとうございました。

◆社会奉仕委員長　西　正次

　国際奉仕委員会では、ワヒユニさん（金

沢大学大学院：インドネシア、女性）を米

山奨学生として受け入れており、カウンセ

ラーとして澤矢豊伸会員が担当している。

また、ロータリー財団では元　良典会員が、

米山財団では髙木千鶴会員がそれぞれ地区

に行って活動している。さて、肝心の寄付

金だが、今年度はコロナ禍により経済打撃

が強く、米山財団の１件のみとなっている。

ワクチン普及とともに感染が抑えられ、次

年度はもう少し経済が上向けば、寄付金も

増えてくると期待している。

◆国際奉仕委員長　蓮井  正樹

　今年度は、会員増強委員長として会員の

増強ができず残念です。来年度からサポー

ト役として、一人でも多く増強できたらと

思います。一年間、ありがとうございまし

た。

◆会員増強委員長　福島　徹



　本年度は、ローターアクト、インター

アクトクラブのメンバーに学校では教え

てもらえないこと、普段気づいていない

ことを話し、視野を広げてもらい、人生

に活かしてもらおうと思っていましたが、

コロナ禍の中でローターアクトの人にし

か話せませんでした。また機会があれば

インターアクトの人達に話したいと思っ

ています。

◆青少年奉仕委員長　北村　茂 

　小松ＲＣが創立し、65周の節目を飾る紙

面として、これまでの歴代会長さんに大い

に語ってもらう企画を連載してきました。

お陰様で12名の会長さんからこころよく原

稿を出していただき、紙面を飾ることがで

きました。また、各委員長に活動の原稿を

提出していただき、感謝申し上げます。

◆クラブ会報委員長　大畑  清三

　私は入会して16年経ちましたが、このう

ち３回プログラム委員を務めさせていただ

きました。今年はユニークな年であったと

思う。

　王生幸夫会員、髙木千鶴会員の全面的な

お力をお借りし、また、会員の方々のご協

力をいただいて何とかこなすことができま

した。関係の皆様方に厚くお礼を申し上げ

ます。

　後任の参考にと感想を記しておきます。

１）コロナの影響で前年度に予定していた、

　　多くの卓話者の卓話が延期されました

　　ので、前半（７月〜11月）までは、こ

　　の方々の卓話を優先的に充て、本格的

　　な卓話者の選定は12月からこの６月の

　　７ヶ月でした。（前２回と比較すれば

　　人数が少なかったが、何とか確保でき

　　ました。）

２）途中で予定の卓話者の都合により欠席

　　となったこともありましたが、何とか

　　変更もできました。いつもヒヤヒヤも

　　のです。

３）理事会でのプログラムの内容の議論は

　　ありがたいのですが、我々は一生懸命

　　に卓話者を選定しての提案であります

　　ので、この苦労を十分に念頭に入れて

　　議論をお願いします。

４）2020〜2021委員会活動計画の中で私の

　　方針として掲げた

　　①会員卓話　②会員から推薦の卓話

　　③時宜にあった卓話者の選定

　　今から振り返って見るとコロナの影響

　　もありましたが、何とか平均点をとれ

　　たのではないかと思います。

　何はともあり、無事、プログラム委員の

職務を全うできたのは、会員の皆様方のお

陰だと重ねてお礼申し上げます。

◆プログラム委員長　岡田  靖弘

　本年度は、コロナ禍で夜間例会の開催が

難しく、昼間の年忘れ家族例会、節分例会、

夜間は最終例会のみとなりました。寺田英

夫会長をはじめ、会員の皆様と委員会のメ

ンバーの方々のご協力で何とか開催するこ

とができ、ここに改めて御礼申し上げます。

◆親睦活動委員長　澤守  麻希

　米山奨学生のワヒユニ・ファウジアさん  

を予定通りサポートできたのではないかと

思います。

　皆様も是非一度インドネシア語でも声が

けして頂けたら楽しいのではないかと思い

ました 。

「こんにちは：Selamat  siang 」

　　　　　　（スラマッ シアン）

「またね：Sampai  jumpa 」

　　　　　　（サンパイ ジュンパ ）

◆米山奨学会委員長　髙木  千鶴

　小松ローターアクトは、上出一就会長一

人という状態であり、会員増強が課題とな

っており、今後も引き続き努力をしていき

たいと存じます。

　そのような環境の中で創立45周年記念誌

の発刊は、上出一就会長の努力のお陰です。

小松ローターアクトクラブが50年、60年と

発展していくことを願います。

◆ローターアクト委員長　王生  幸夫

　コロナ禍の影響もあり、何も分からな

いまま委員長を拝命させて頂き、地区の

委員会にも参加させて頂きました。お役

に立つことも少なかったと思いますが、

次年度へ繋げて少しでもクラブに還元出

来ればと思っています。一年間有難うご

ざいました。

◆ロータリー財団委員長　元　良典

　学校におけるコロナ禍の影響は、報道

で知るよりも深刻なものでした。リモー

ト会合なども出来ず残念でしたが、奉仕

活動の重要性、必要性を教わった１年で

した。この連携は絶やすことなく継承し

なければならないと感じました。一年間

有難うございました。

◆インターアクト委員長　元　良典

ホタルの里で６人が観察会

６月10日（木）：木場潟公園ホタルの里

　社会奉仕委員会の本村公志環境保全委員の呼

びかけで、令和３年６月10日、小松木場潟のホ

タルの里で観察会を行いました。

　当日は寺田英夫会長ら会員６人が参加しまし

た。本村公志委員は以前よりホタルが増えてお

り、木場潟周辺の環境が良くなっている証であ

ると話していました。



《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
　無事に第12号を発行することができま
した。水口委員と二人三脚で、創立65周
年企画や記事の依頼、編集、校正などに
取り組んできましたが、これも講師や歴
代会長、各委員長、会員の皆様のご協力
の賜物であり、この場をお借りして感謝
申し上げます。　　　　　　　（大畑）

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 1,340,510 円

6月誕生祝い
6日　王生　幸夫会員
12日　山本　正敏会員
25日　中川　公三会員

6日　上杉　豊明会員
20日　髙野　純平会員
29日　山根　清弘会員

12日　橋浦　　隆会員
22日　新滝　淳子会員

ニコニニコニコBOX
寺田英夫、数左從光、松多伸悟、中澤宏介
德田八十吉、髙野純平、蓮井正樹、福島　徹
大畑清三、澤守麻希、湯浅外志男、本村公志
髙木千鶴、上原邦弘、元　良典、後藤　充
東　和央、杉本雅規、ゴルフ愛好会

例会報告 2021年6月17日（木）片山津温泉「佳水郷」 会員数 49名・出席数 29名・欠席数 20名・出席率 59.18％

6／10
6／13

6／14

6／14

ホタルの里  観察会
第３回ゴルフコンペ

第４回ミニフォーラム

最終（６月）理事会

メークアップ届
本村、北村和久、中澤、那谷、澤守、寺田

福島、東、本田、王生、数左、北村和久、北村茂、元、中川

澤守、澤矢、寺田、上原、山﨑

中澤、後藤、王生、川本、北村和久、那谷、岡田、大畑

寺田、德田、山根、湯浅

寺田、数左、中澤、髙野、西、蓮井、北村茂、福島、大畑

澤守、德田、後藤、東

2021年6月17日　最終夜間例会 片山津温泉「佳水郷」第3195回

★寺田 英夫会長  挨拶・報告
★各委員長報告 ☆会員増強委員長

　推薦御礼 
7月2日入会：北村　和久 会員
7月2日入会：宮城　香織 会員
7月9日入会：王生　幸夫 会員

推薦者：土定　助勇 会員
推薦者：那谷　忠雄 会員
推薦者：本村　公志 会員

☆プログラム委員長
　会員卓話御礼 

8月20日　岡田　靖弘 会員
9月  3日　山根　清弘 会員
9月17日　片岡　健太 会員
9月24日　東　　和央 会員
10月  8日　岩崎　正希 会員

10月15日　水口　慶彦 会員
10月29日　北村　和久 会員
12月17日　王生　幸夫 会員
6月  3日　西　　正次 会員

★懇親会 司会：澤守　麻希 親睦委員長

●開宴挨拶 　寺田　英夫 会長
●乾杯　　 　数左　從光 直前会長
●余興　　 　佳水郷太鼓「白閃伝」
●抽選会　 　親睦委員会
●中締め　 　松多　伸悟 会長エレクト
●閉宴

●第３回ゴルフコンペ

福島　徹会員が優勝！！ＢＧ賞も
　小松ＲＣゴルフ同好会の第３回コンペは、梅雨の晴れの中、
山代ゴルフ倶楽部で行われ会員15人が熱戦を繰り広げ、福島  徹
会員が優勝しました。上位の成績は下記の通りです。

【第１位】福島 徹【第２位】寺田英夫【第３位】元 良典【ＢＧ】福島 徹

6月13日（日）  山代ゴルフ倶楽部  


