
2021～2022年度
小松ロータリークラブ　会 長　松 多  伸 悟

　12月になり私の会長職も半期が終わりました。半期を振り返りまして、途中例会

に出られない時期もありましたが、何とか皆様のご協力のおかげで無事終わること

ができました。上半期を思いますと、初めて茶会例会を行いました。また昨年は出

来なかった夜間例会や秋季家族例会も開催する事ができましたし、年末の年忘れ家

族例会についても盛大に行うことができ本当に良かったと思います。残念なことは江戸さんが退会され、

会員数が減少してしまいました。しかし、クラブ内は次年度の 3 役と次のガバナー補佐も決まり、とて

も活動的になっていると思います。ビジョン提言室も 2 回開催でき、順調に小松ＲＣのビジョン作りも

進んでいます。あと残りの半期は会員増強やビジョン作り、そして楽しい例会作りを行い、クラブ内の

活性を更に盛り上げていきたいと思います。今後も会員の皆様のご協力よろしくお願いいたします。
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奉仕しよう　みんなの人生を豊かにするために
SERVE TO CHANGE LIVES

フードパントリー事業　 社会奉仕委員会

　今年度の社会奉仕活動について、コロナ禍で暮ら
しに影響が出ている小松大学の学生たちを支援する
目的で、同大学ボランティアサークルの学生達と共
にフードパントリーを行い、食品、ティッシュペー
パー、生理用品を提供しました。11月26日までに、
会員より安く提供していただいた食品等を、「喜楽
庵」に集荷しました。

　12月３日、北村和久会員と私と小松大学の学生達
と共に、中央キャンパスに運び入れ、袋詰めしまし
た。40袋完成。
　12月７日、中央キャンパス３階の英語カフェにて、
事前に予約した中央キャンパス生30人分と、末広キャ
ンパス生10名分を手渡しました。当日自由に持って

いける食品も用意しました。
　今回のフードパントリーでは、西照寺からも食品
提供を協力いただきました。次回は、４月末〜５月
の予定です。　　　（本村  公志  社会奉仕委員長）

山根清弘会員　お米（３㎏入）30袋
寺田英夫会員　カップ麺60個、レトルトカレー60個
杉本雅規会員　ティッシュペーパー（5箱入）24パック
　　　　　　　生理用品14個
本村公志会員　日清焼きそば48個、サツマイモ40個
澤守麻希会員　生理用品10個



松多伸悟、寺田英夫、德田八十吉、澤守麻希、大畑清三
岡田靖弘、澤矢豊伸、山本省五、後藤　充、北村和久

ニコニニコニコBOX

★メークアップ届
11／25
11／30

パスト会長会　 湯浅、土定、塚本、西、中川、福島、数左、寺田、松多
七尾みなとRC　澤矢

例会報告 第3215号　2021.12.2（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％

2021年12月2日　例  会第3215回 アパホテル＜小松グランド＞

★松多 伸悟会長  挨拶・報告　 小松市産業功労賞  受賞お祝い：岡田　靖弘会員
★年次総会

松多伸悟、寺田英夫、德田八十吉、福島　徹、岡田靖弘
元　良典、齋藤典子

ニコニニコニコBOX

★メークアップ届
12／2
12／6
12／7
12／7

12月定例理事会　松多、德田、中田、大畑、本村、元、岡田、澤矢、後藤、東
第６回ミニフォーラム　数左、後藤、王生、川本、北村和久、岡田、大畑、澤守、寺田、德田、山本省五、湯浅
職業アドバイバー派遣推進事業（御幸中学校） 德田、大畑
職業アドバイバー派遣推進事業（中海中学校） 川本、大畑

例会報告 第3216号　2021.12.9（木） アパホテル<小松グランド>
会員数 49名・出席数 31名・欠席数 18名・出席率 63.27％

2021年12月9日　例  会第3216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　株式会社 トスマク　代表取締役社長  桶谷　則之様

・次年度３役発表　2022～2023年度〔会長エレクト・副会長・幹事〕承認
・2023～2024年度　会長エレクト発表
・2023～2024年度　ガバナー補佐発表

　「ふるさと新聞」をテーマに、出身地である

小松市での取材活動を中心に、入社から現在ま

での記者経験の一端を紹介させていただきまし

た。

　入社１年目の赴任地だった小松支社で、現在

こうした立場で働いていることを大変感慨深く

感じています。この間、小松の街並みは大きく

変貌し、2024年春の北陸新幹線開業に向けてこ

●第3215回例会（2021.12.2）
　会員卓話要旨 ふるさと新聞

れからさらに変化を遂げようとしています。こ

うした地域の移ろいを追いかけ、紙面で取り上

げていくことが地元紙の役割と考えています。

　電子化が進む昨今ですが、新聞には紙の媒体

ならではの面白さ、奥行きがあると思います。

皆さんの目を引き、興味をかき立てる紙面づく

りをこれからも心がけて参ります。

北國新聞社
石川南地区代表 兼
小松支社長

吉免　宏樹 会員

代表挨拶：德田八十吉会長エレクト

2022～2023年度役員

会　　長：德田八十吉
会長エレクト：大畑　清三
副 会 長：岡田　靖弘
幹　　事：澤矢　豊伸



2021年12月16日　例  会第3217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　高野山真言宗  養老山大王寺　住職  北原　華蓮様

　密教とは「秘密仏教」のことであり、何が秘

密かと申しますと、わたくし達衆生が無知であ

るが故に、まだ知らされてなくて隠されている

秘密と、如来がわたくし達に危険が及ばないよ

うに心配して隠している秘密のふたつの意味が

あります。その内容は、人の智恵では計り知れ

ない奥深い仏の教えです。

  「如実知自心 （にょじつちじしん） 」を書き下

すと「じつのごとく自心を知る」です。「嘘偽

りのない自分の心のありのままを観る」という

意味です。

●第3217回例会（2021.12.16）
　　   卓話要旨 如実知自心

にょ　じつ　  ち　  じ　  しん

　この言葉は密教の重要経典である『大日経』

の中に書かれており、この状態がずっと続けば

悟っているということになります。悟りとは、

苦しみから完全に解放されている状態です。わ

たくし達真言宗教師は、悟りを目指して常に修

行を続けております。

　大王寺では、毎朝「般若心経瞑想法」を行っ

ております。ほんの少しでも、皆さまのお役に

立てれば幸いです。

【紹介者】杉本雅規会員

高野山真言宗  養老山大王寺
住職

北原　華蓮 様

【紹介者】福島　徹会員

　様々な環境問題の中で、廃棄物の処理につい

て卓話をさせて頂きました。

　廃棄物の不法投棄は年々減少傾向にあるが、

年間の摘発件数は依然として 100件程度ありま

す。法律の改正により、不法投棄を行った請負

業者だけではなく、廃棄物を依頼した排出事業

者にも罰則が適用されるようになり、事業者責

任が強化されました。事業者が廃棄物を依頼す

る際は、事前に処分委託契約書の交付と、処分

業の許可証を確認しなければいけません。依頼

●第3216回例会（2021.12.9）
　　   卓話要旨 環境適合技術論

株式会社  トスマク
代表取締役社長

桶谷　則之 様

した後も、いつ・どこで・どのように処分され

たかを示すマニフェスト伝票をとおして、一連

の処理が適正になされたかを確認します。更に、

１〜２年に１度は処理工場の見学を行い、チェ

ックリストに基づいて自ら監査します。

　不法投棄が発覚すると、請負業者だけではな

く、依頼した排出事業者も社名が公表され、社

会的な評価を落とすことになります。十分な知

識を持って適正処理をお願いします。



松多伸悟、德田八十吉、杉本雅規、澤守麻希、岡田靖弘
大畑清三

ニコニニコニコBOX
★メークアップ届
12／4
12／4
12／7
12／11
12／12

地区米山委員会・面接官オリエンテーション　髙木
米山年末懇親会　髙木
フードパントリー事業　本村、北村和久
R米山記念奨学生選考面接試験（石川）髙木
R米山記念奨学生選考面接試験（富山）髙木

例会報告 第3217号　2021.12.16（木） アパホテル<小松グランド>
会員数 49名・出席数 31名・欠席数 18名・出席率 63.27％

松多伸悟、德田八十吉、杉本雅規、澤守麻希、大畑清三
元　良典、新滝淳子、山根清弘、山本省五、上原邦弘
齋藤典子

ニコニニコニコBOX例会報告 第3218号　2021.12.19（日） 山代温泉「ゆのくに天祥」
会員数 49名・出席数 30名・欠席数 19名・出席率 61.22％

《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12月19日　年忘れ家族例会第3218回 山代温泉「ゆのくに天祥」

★松多 伸悟会長  挨拶・報告
　   12月米山奨学金贈呈：ワヒユニ ファウジア様
★懇親会

12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BOX12月末の累計金額 795,450 円

18日　山本　省五会員 23日　片岡　健太会員

司会：後藤　充 親睦委員長

●開宴挨拶：松多 伸悟会長　●乾杯：杉本 雅規副会長　●クリスマスミニコンサート：福井直秀トリオ with 中本美智子
●バルーンショー：バルーンのぶんちゃん　●大抽選会：親睦委員会　●中閉め：德田八十吉会長エレクト　●閉宴


