
2021～2022年度
小松ロータリークラブ　会 長　松 多  伸 悟

　10月は神野正博ガバナー公式訪問がありました。今年度ガバナーの方針の１つで

ある、クラブ活性化の為に未来ビジョン委員会の設置におきまして、小松クラブと

しましても今年度ビジョン委員会準備室を提言室と合同に行いました。そして次年

度の組織にはビジョン委員会を正式に設置をしたいと思っております。今年度はす

でに２回開催しております。その中で現在のクラブの事業や運営に対しての様々な意見を活発的に交換

しております。今年度はそのような会を５回行う予定をしております。次年度には70周年に向けて小松

ロータリークラブのビジョンを策定していきたいと思いますので、会員の皆様にはご協力よろしくお願

いいたします。
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2021～2022年度  国際ロータリーテーマ

奉仕しよう　みんなの人生を豊かにするために
SERVE TO CHANGE LIVES

●オープニング：ヴァイオリン演奏　エリカ様  　●開宴挨拶・乾杯：松多  伸悟会長　  ●アトラクション：ヴァイオリン演奏　エリカ様
●中締め：德田八十吉会長エレクト　   ●閉宴：手に手つないで

10月14日（木）：料亭  小六庵

観月夜間例会   懇親会



国際ロータリー第2610地区ガバナー　神野正博様
石川第２グループ　ガバナー補佐　辻　　等様
　　　　　　　　地区筆頭副幹事　櫻井定宗様
杉本雅規、德田八十吉、澤守麻希、湯浅外志男
塚本幹雄、岡田靖弘、後藤　充

ニコニニコニコBOX
★メークアップ届
9／30
10／4

ゴルフ愛好会　総会　福島、後藤、東、数左、元、髙野、澤守、山﨑
第２回提言室　宮城、澤守、後藤、吉免、東、元、齋藤、杉本、福島
　　　　　　　　数左、寺田、德田、澤矢、大畑、本村

例会報告 第3207号　2021.10.7（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％

国際ロータリー第2610地区　 ガバナー　神野　正博様 （七尾RC）
　　　石川第２グループ　 ガバナー補佐　辻　　　等様 （山中RC）
　　　　　　　　　　地区筆頭副幹事　櫻井　定宗様 （七尾RC）

2021年10月7日　ガバナー公式訪問例会第3207回 アパホテル＜小松グランド＞

★杉本 雅規副会長  挨拶・報告
　  10月米山奨学金贈呈：ワヒユニ ファウジア様
★幹事報告 　10月1日よりロータリーレートが1＄112円に変更（110円より変更）
★ゲスト紹介

ワヒユニ ファウジア様

　ロータリー、地域、そして私たちの仕事は、

決して別々のものではない。これらに横串を刺

して、互いに考え方を利用することが重要だ。

　まず、私たちが置かれている状況を一言でい

うと、“大きな荷物を持ちながら、大きな嵐の

中にいる”ということではないだろうか。大き

な荷物というのは、何と言っても社会構造の変

化だ。全国で2025年までは高齢者。特に後期高

齢者が増加し続ける、しかし、2025年を過ぎる

と、一転し、高齢者は増えることなく、生産年

齢と言われる若者人口が急減する。日本の経済

・産業の持続可能性のためには、多様Diversity

を包摂 Inclusionする必要がある。すなわち、シ

ニア、女性が活躍し、障がい者と共生し、外国

人も社会の一員として入れ込む必要があり、そ

のための働き方改革や D Xが必要となろう。こ

の Diversityと Inclusionはロータリーの優先事

項そのものであり、これからのロータリーもま

た、これを考えなければ成り立たないと考える

べきだろう。

　そして、大きな嵐は、コロナだけでなく想定

●第3207回ガバナー公式訪問例会（2021.10.7）

ロータリーと地域、そして私たちの仕事

外の災害も考慮すべきだろう。コロナに関して

は、beforeコロナに戻らないと心得、withコロナ

の中でのロータリーや仕事のやり方を考えるべ

きだし、事業における危機管理としての B C P

（事業継続計画Business Continuity Plan）の策定

と同様に、ロータリーでも危機管理計画の策定

が重要だ。

　また、各クラブの活動計画書に掲載されてい

る「ロータリーの目的」を参照いただきたい。

親睦とともに、高い職業倫理、一人一人の奉仕、

そして国際理解や平和が謳われている。中でも

職業倫理に関して、四つのテストは近江商人の

「三方良し」や渋沢栄一の「論語と算盤」、そし

て国際的な C S R（企業の社会的責任）と大いに

つながり、四つのテストが、各ロータリアンに

とっての事業運営の拠り所になるに違いない。

　コロナ禍で疲弊する地域も目立つ。必要なの

は、困難からの回復（Resilience）だ。ロータリ

アンも地域の一員として地域の質の向上のため

に必要なことに挑戦する気概が必要だと思う。

国際ロータリー第2610地区
ガバナー

神野　正博 様（七尾RC）



米山奨学生カウンセラー　吉田正樹様（小松シティRC）
松多伸悟、德田八十吉、杉本雅規、澤守麻希

ニコニニコニコBOX
★メークアップ届
10／7
10／10
10／19

 10月定例理事会　杉本、德田、澤守、中澤、数左、大畑、本村、元、岡田、澤矢、後藤、東
 第３回地区インターアクト委員会　上原
 小松東RC　北村和久

例会報告 第3209号　2021.10.21（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％

松多伸悟、德田八十吉、那谷忠雄
岡田靖弘

ニコニニコニコBOX
★メークアップ届
10／21
10／21
10／23
10／23

 第１回選考委員会　松多、寺田、德田、杉本、澤守、岡田
 中島RC　澤矢
 米山奨学生日帰り研修会　髙木
 第１回ゴルフコンペ　東、本田、数左、北村和久、北村茂、元、中橋、澤守、澤矢、上原、山﨑

例会報告 第3210号　2021.10.28（木） アパホテル<小松グランド>・仙叟屋敷（芦城公園）
会員数 49名・出席数 36名・欠席数 13名・出席率 73.47％

米山奨学生　包　　海清様 ・ 米山奨学生カウンセラー　吉田　正樹様 （小松シティRC）

2021年10月21日　例  会第3209回 アパホテル＜小松グランド＞

★松多 伸悟会長  挨拶・報告
★ゲスト紹介

2021年10月28日　茶会例会第3210回 例会：アパホテル＜小松グランド＞
茶会：仙叟屋敷（芦城公園）

★松多 伸悟会長  挨拶・報告

松多伸悟、寺田英夫、德田八十吉、澤守麻希、中澤宏介
岡田靖弘、上原邦弘、宮城香織、元　良典、齋藤典子

ニコニニコニコBOX
★メークアップ届
10／12
10／13

小松東RC　蓮井
第４回ミニフォーラム　澤矢、江戸、福島、後藤、王生、北村和久、元、西、岡田、大畑、德田、山根、湯浅

例会報告 第3208号　2021.10.14（木） 大文字町「料亭　小六庵」
会員数 49名・出席数 35名・欠席数 14名・出席率 71.43％

2021年10月14日　観月夜間例会第3208回 大文字町「料亭  小六庵」

　

　内モンゴル自治区の言語教育というテーマの

もと、伝統モンゴル文字の誕生から、現在まで

に至る経緯を話した。

　はじめに、世界唯一の縦文字とされる伝統モ

ンゴル文字の形成するきっかけ、そして、長い

●第3209回例会（2021.10.21）米山奨学生卓話要旨

中国内モンゴル自治区の言語教育

米山奨学生

ほう　 　　 かい せい

包　　海清 様

カウンセラー：吉田  正樹様
　　　　　（小松シティRC）

歴史の流れの中で、モンゴル文字を使用する地

域は違う国々として分かれるに連れて、縦文字

も何回の大きな変化期を経った。

　その中で、モンゴル文字と言語による方言、

使用する国と地域、使用する人口と構造そして

近代におけるモンゴル文字が直面する課題をメ

インで卓話を展開した。

　また、モンゴル地域の衣装とその特徴を加え

た。

　さらに、日本の古典である「針切れ」との出

会い、さらなるモンゴル書（草書体／連綿する

書き方）に関する自分の個人作（ 4点）を話し

た。

★松多 伸悟会長  挨拶・報告　　★懇親会



《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。

10月誕生祝い

ニコニコBOXの年間達成目標 2,000,000 円 ニコニコBOX10月末の累計金額 578,400 円

1日　後藤　　充会員
30日　西木戸秀幸会員

10日　髙木　千鶴会員 18日　中橋　勝美会員

●第２回 提言室 10月4日（月）   於：喜楽庵

●第１回ゴルフ愛好会コンペ 10月23日（土）   於：小松カントリークラブ

【第１位】中橋　勝美

【第２位】北村　　茂

【第３位】上原　邦弘

　小松カントリークラブで、

第１回ゴルフ愛好会コンペ

が開かれ、12人が熱戦を繰
り広げました。

　成績は下記の通りです。

特集特集特集
新栄エクステリア  新展示場オープン！！

新栄金属株式会社
後藤　充会員

北國新聞掲載

皆さん、一度ご来店下さいませ。


