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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

　　　　　　　　　　６月は私の会長年度も最終月になります。今年度の基本方針「あなたがな

　　　　　　　　　れる最高の自分になろう」を振り返り、コロナ禍ではありましたが、例会に

おいては例会委員会と会場委員会の連携のおかげで休まず開催する事ができました。また、親睦

活動におきましては夜間例会もすべて行うことが出来ましたし、新年の３ＲＣ合同例会は小松東

クラブとの２ＲＣ合同になってしまいましたが、何とか行う事ができました。社会奉仕活動にお

きましても新しくフードパントリーの事業もでき、今後の小松大学との連携のきっかけにもなり

ました。広報・情報ではＭＹロータリーへの登録もほとんどゼロから１９名登録３９．５８％になり

ました。職業奉仕では高校生への職業講話も再開でき、青少年では残念ながら、ゆのくにの森で

の体験学習はできませんでしたが、小松商業ＩＡＣとの合同例会も３年ぶりに開催できました。

　そして神野ガバナーが言われるビジョンについては、提言室をビジョン提言室に変更して今年

度３回開催しました。その中で小松ＲＣの良いところや改善点を自由討論し検討して、少しずつ

ではありますが、クラブ運営をより良いものにして行く足掛かりになったかと思います。また、

会員増強では新規会員３名、名義変更が２名と期首４９名から期末５１名と増員できたことは次年

度の德田年度につなげる事ができ、とてもうれしく思います。これらも理事及び会員の皆様の努

力とご協力のおかげだと思います。１年間本当にありがとうございました。

2021～2022年度
小松ロータリークラブ　会 長　松 多  伸 悟

　黒川伸一ガバナーエレクトを特別ゲスト

にお迎えし、入会３年以内の会員を対象に

開催しました。ロータリーの歴史や心得な

どを知る良い機会となりました。

　７年ぶりに小松で開催。松多伸悟会長が歓迎の挨拶、

上出一就地区代表より活動報告など。小松ＲＣからは10名

参加しました。

日時：6月26日（日）場所：梶助

2021-2022年度　家庭集会
日時：6月26日（日）場所：小松市公会堂
ホスト：小松ローターアクトクラブ

第2610地区ローターアクト  第44回年次大会



松多伸悟、德田八十吉、山根清弘、大畑清三、王生幸夫
ニコニニコニコBOX例会報告 第3238号　2022.6.2（木） アパホテル<小松グランド>

会員数 51名・出席数 29名・欠席数 22名・出席率 56.86％

2022年6月2日　例  会第3238回 アパホテル＜小松グランド＞

★松多 伸悟会長  挨拶・報告
★幹事報告　6月1日よりロータリーレートが1＄127円に変更（130円より変更）
★ゲスト紹介　鵜遊立地域活性化委員会   田中麻衣子様

2022年6月9日　例  会第3239回 アパホテル＜小松グランド＞

★松多 伸悟会長  挨拶・報告
★各委員長報告　☆米山功労者 感謝状 贈呈：大畑　清三会員
★ゲスト紹介　合同会社  西出酒造
　　　　　　　　　　　　  代表社員 兼 杜氏  西出　裕恒様

聞では来場者5,000人と報じられています。三町合

わせても300件ほどの地域にこれだけの人が集まる

なんて感慨深いです！

　鵜川町の石切場跡（現在は閉鎖中）では、2018
年 8 月、洞窟内でライトアップ＆カフェを、遊泉

寺銅山ものがたりパークでは2020年10月にスーツ

アクター高岩成二さんのトークイベントを、また、

来る2023年加賀国府1200年記念を先取りし、地元

の歴史を題材にした演劇イベント（『涌泉寺喧嘩

事』）を2021年2月に、翌月3月には全国でも珍し

いスカイランタンフェスティバルを、どちらもハ

ニベ巌窟院で行いました。どのイベントもチケッ

トが短期間で完売したりと大変話題になりました。

　毎年見事な桜と菜の光景を見せてくれるう川古

代桜をはじめ、鵜川石切場跡、遊泉寺銅山、町お

こしに関してメディアにも多数出演しています。

　鵜遊立地域活性化委員会を立ち上げ、今回の卓

話の機会をくださった山根様、小松ロータリーク

ラブ会長松多様、次期会長の德田様はじめ皆様お

一人お一人にに心から感謝申し上げます。

【紹介者】山根清弘会員

　生まれも育ちも小松市。仕事は家庭教師、塾、

カンフー教室、広報などいろいろな“好きなこと”

をしています。

　私は、鵜川町、遊泉寺町、立明寺町の三町と協

賛する方々からなる町おこしの組織『鵜遊立地域

活性化委員会』でイベントの実行委員をしていま

す。ハニベ巌窟院の都賀田明美さんと共に企画運

営の中心として動いています。

 「町でお祭りしたい！」「わいわい騒ぎたい！」

町おこし第一弾は、身近な人たちとの他愛ない会

話で、とてもシンプルにスタートしました。そし

て行われた2017年11月のWaiWaiまつりvol.1を皮切

りに、2020年新型コロナウィルスの影響を受ける

まで毎年恒例のビッグイベントになりました。新

●第3238回例会（2022.6.2）
　卓話要旨 鵜遊立まちおこしプロジェクト

鵜遊立地域活性化委員会

田中麻衣子 様

大畑清三会員

ホタル観察会

　本村公志社会奉仕委員長の案内のもと、会員や家族など

約30名でホタルを観賞しました。暗くなるにつれて沢山の

ヘイケボタルが光を放つ様子に、子ども達も大喜びでした。

場所：木場潟公園ホタルの里

6月9日（木） 



松多伸悟、寺田英夫、杉本雅規、澤守麻希
蓮井正樹

ニコニニコニコBOX

★メークアップ届
5／20
6／2

小松大学ボランティアサークルとのフードパントリー事業　本村、北村和久、後藤
第３回予定者委員会　德田、松多、山本省五、澤矢、東、中田、髙木、川本、北村和久
　　　　　　　　　　　　元、北村茂、齋藤、数左、後藤、上原

例会報告 第3239号　2022.6.9（木） アパホテル<小松グランド>
会員数 51名・出席数 36名・欠席数 15名・出席率 70.59％

岡田靖弘様
松多伸悟、寺田英夫、德田八十吉、杉本雅規
澤守麻希、橋浦　隆、中川公三、数左從光
澤矢豊伸、髙野純平、元　良典、南井浩昌

ニコニニコニコBOX

★メークアップ届
6／10
6／12

6／14

熊谷ＲＣ　德田
第２回ゴルフコンペ　福島、東、本田、王生、数左、北村茂、元、中川公三、新田
　　　　　　　　　　　　澤矢、寺田、上原、山﨑
第12回ミニフォーラム　澤守、後藤、数左、小林、山根

例会報告 第3240号　2022.6.16（木） アパホテル<小松グランド>
会員数 51名・出席数 36名・欠席数 15名・出席率 70.59％

2022年6月16日　例  会第3240回 アパホテル＜小松グランド＞

★松多 伸悟会長  挨拶・報告
★各委員長報告
　　地区表彰  ・在籍30年且つ出席率100％ロータリアン：橋浦　隆会員
　　　　　　 ・在籍30年に達せられたロータリアン：新滝淳子会員
★ゲスト紹介　岡田　靖弘様
★第２回ゴルフコンペ（6月12日）表彰
　    　優勝：数左從光会員　第２位：元　良典会員　第3位：東　和央会員

が難い有難いことだと気付けたからこそ、逆転の

発想で一期一会の味わいと集大成のお酒づくりに

こだわることが出来たため、存在感を謳い、何と

か続けて来ることができたと実感しています。（ま

だまだ課題だらけですが。）今後も感謝と初心の志

しを忘れず、さらに地酒と西出酒造というアイデ

ンティティを追求し続けて行きたいと存じます。

　さておき、大変生意気に大それたことを申し上

げてしまいましたが、この度お会いすることが出

来た小松ロータリークラブの先輩皆様に追い付い

て続けていきたいと想う次第です。（ややこしいで

すが、入会の意ではありません）

　小規模企業ながら出来ることは微々たるもので

すが、今後もご笑覧頂ければ幸いです。しっかり

とリマインドし、より一層と地域に携わる企業と

して根付ける様に努めたいと想います。

　重ねてこの度のご機会とご縁に御礼と感謝を申

し上げ、挨拶とさせて頂きます。有難うございま

した。
【紹介者】髙野純平会員

　先日は大変貴重な機会を賜り誠に有難うござい

ました。心から御礼申し上げます。

　お陰様で弊社はちょうどＲ４年６月末に、清酒

製造業の創業から109年を迎える事ができました。

ある人からは煩悩の数を超えたましたね。と仰っ

ていただきましたが、確かに思い返すと、今日に

至るまで、一旦は経営権を手放したことや、私自

身もがむしゃらに我を忘れ余計なことを考えるこ

ともありましたが、そもそもの純粋な初心の志し

と支えて下さった皆様のご支援、そしてご先祖様

の存在があったからこそ今日があると思い感謝す

る次第です。

　生意気申し上げますが、続ける難しさはある意

味、有る事が難しい有難いという意味に似ている

と思います。例えば、酒造りはモノづくりであり

ながら微生物の力を借りるため決して思うように

発酵しないことが多々あります。しかも製造規模

と設備が限られる弊社にとっては殊更です。しか

しこの地とこの酒蔵という存在に対して、有る事

●第3239回例会（2022.6.9）
　卓話要旨 卓話を終えて想うこと

合同会社  西出酒造
代表社員 兼 杜氏

西出　裕恒 様

橋浦　隆会員



《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。

6月誕生祝い
3日　中川　善勝会員
12日　橋浦　　隆会員
22日　新滝　淳子会員

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

ニコニコBOXの年間達成目標 2,000,000 円 ニコニコBOX6月末の累計金額 1,483,050 円

松多伸悟、寺田英夫、德田八十吉、杉本雅規、澤守麻希
数左從光、中田一於、大畑清三、本村公志、蓮井正樹
元　良典、澤矢豊伸、東　和央、髙野純平、後藤　充
東　和央、西　正次、福島　徹、髙木千鶴、上原邦弘
山﨑輝芳、北村和久、宮城香織、齋藤典子、石田拓弥

ニコニニコニコBOX

★メークアップ届
6／9
6／16
6／18
6／18

木場潟ホタルの里  ホタル観察会　本村、大畑、杉本、髙野、齋藤、上原
富山西ＲＣ 50周年記念式典　湯浅
小松東ＲＣ 45周年記念式典　松多、澤守
第44回インターアクト協議会　上原

例会報告 第3241号　2022.6.23（木） 栄町「一浪」
会員数 51名・出席数 40名・欠席数 11名・出席率 78.43％

2022年6月23日　最終夜間例会第3241回 栄町「一浪」

　突然に退会届を出して辞めたことに大変心苦し
い気持ちがあり、今回の卓話は是非受けたいと思
った。17年間の単身赴任での小松の生活の中で良
いと思った事を、そしてこれからの小松への私の
思いについてお話をします。
　私は昭和19年満州国奉天市生まれ。２歳の時父
母、姉の４人で引き揚げ。それから学校、勤務と
もずっと金沢。赴任当初は知人も少なく不安も多
かったがすっかり皆様にお世話になり、今では独
り立ち出来るようになった。

身近に感じたこと

　小松の町、コンパクトでちょっと足を延ばすと
　カワセミ、雉、ザリガニ、メダカ等が生息する
　自然豊かな所。
　食べるところが多く何しろ値段が安い。
　５月のお旅祭を百万石まつりと比較すると下が

●第3240回例会（2022.6.16）卓話要旨 小松への思い
　支える祭りと上が引上げる祭りの違いに気付く。
　子供獅子太鼓行列での上の子と下の子の間で自
　然に身に付く教育。兄は弟を弟は兄をお互いに
　親しみ、敬い合いながらの行列。清々しい雰囲
　気。消防車の定期的な街中巡回や「お茶の間ガ
　イド」システムも大変ユニーク。金沢では面積
　も広く人口も多いため望んでも決して出来ない
　ことだ。
　これからの小松への思いを数点。
　「旅の人」という独特な言葉。私は人から聞い
　ていたので言われないように気を付けていたが
　「10年経ってやっと名刺を受け入れて頂いた。
　仲間に入るのに時間がかかる町で苦労をした。」
　と語ったその人の顔が思い浮かぶ。
　小松の一流の企業が小松から逃げ出すのを黙認。
　大変残念。
　企業誘致がＪバス以来進まないにはどんな理由
　があるのかひと工夫必要。
　大日川の水活用（上水等）も大事なこと。
　最後に今回の県の６月議会で小松空港の第２滑
　走路の整備について調査を始めることが決まり、
　また2030年に木場潟公園で全国植樹祭が開催さ
　れることが決まったこと、大変嬉しく思います。 

岡田　靖弘 様

開宴挨拶：松多 伸悟会長
乾杯　　：寺田 英夫直前会長
抽選会　：親睦委員会
中締め　：德田八十吉会長エレクト
閉宴　　：手に手つないで

司会：東　和央 副幹事 司会：後藤　充 親睦委員長

開会点鐘：松多 伸悟会長
会長挨拶・報告：松多 伸悟会長
幹事報告・各委員長報告・出席報告
ニコニコBOX
閉会点鐘：松多 伸悟会長

例会

18：30〜

懇親会

18：50〜


