
国際ロータリー第2610地区　第68年度　D.2610　ROTARY　CLUB　OF　KOMATSU

◆ 会　　   長：德田八十吉　◆ 副会長：山本　省五
◆ 会長エレクト：大畑　清三　◆ 幹　事：澤矢　豊伸
◆ クラブ会報委員会　委員長：齋藤　典子
　　　　　　　　　　委　員：吉免　宏樹

事務局　〒923-0957  石川県小松市本折町33 アパホテル＜小松グランド＞2F
　　　　TEL：0761-24-1340・FAX：0761-24-4700
　　　　E-mail：of f ice@ komatsu-rc.jp
　　　　URL：http : // komatsu-rc.jp/

20222022.11.1.1717
第４号

◆会
◆会長
◆クラ
　　　

事務局
　　　
　

　　　

2022～2023年度  国際ロータリーテーマ

イマジン ロータリー

小松ロータリークラブ会報小松ロータリークラブ会報

ごあいさつ

2022～2023年度
小松ロータリークラブ　会 長　　田八十吉

　　　　　　　　　　１０月は「地域社会の経済発展月間」です。また、日本独自に「米山月間」が設定

　　　　　　　　　されております。地域経済の発展は、ロータリーの重点目標の一つとされており、ロ

　　　　　　　　　ータリーでは、地域社会とそこに住む人びとが経済的、社会的に自立できる道を開く

ために、発展途上の地域において、リーダーとなる人材の育成などを行っておりますので、こうした活動

に、会員の皆様からの、ご理解とご協力を賜りますようお願いします。

　振り返ってみますと、１日は伝統工芸体験学習会。お天気にも恵まれ、７０名を超える小学校４年生の

子供たちにゆのくにの森で、楽しく伝統工芸の体験をして貰うことが出来たのは、北村茂青少年奉仕委員

長をはじめご参加頂いた多くの会員の皆様からのお力添えの賜物と感謝致しております。

　６日は、ガバナー補佐訪問例会。石川第２グループガバナー補佐本裕一様より「ためになるロータリー」

という演題で講話を頂きました。会長幹事懇談会も開かれ、どちらのお話しも大変勉強になりました。

　１１日はミニフォーラム。齋藤典子会報委員長の司会で、ご息女・ご子息が留学経験者である澤守麻希

会員、宮城香織会員も出席され、長期交換留学生のホストファミリー受け入れについて話し合いました。

お子様やお孫さんが将来、長期・短期の留学を希望されるかも？という会員の皆様も是非、ホストファミ

リーとしてご協力下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

　１３日は観月夜会例会。山本省五副会長の詩吟は格調高く味わい深く、小松ＲＣにぴったりの秋の夜長

を満喫できました。松葉屋さんのお饅頭も格別でございました。また、ナイラさんのお誕生日も祝えて、

大喜びの姿に一同ニッコリ。東和央会員、ゴージャスで心のこもったジャンボサイズのケーキ、本当にあ

りがとうございました。クセになりそう！後藤充親睦委員長の次なるすばらしい企画に期待しています。

　２０日はガバナー公式訪問例会。第2610地区ガバナー黒川伸一様にお越しいただきました。会長幹事懇

談会の後、「ロータリーと共に」という演題で講話を頂きました。「ポリオの根絶と平和の実現」という

大きな夢のために、会員の皆様と一歩一歩がんばりたく思いました。新入会員の山本有二様、小松ＲＣへ

ようこそ。これから一緒に楽しく活動していきましょう。

　２２、２３日は地区大会。たくさんのご参加ありがとうございました。橋本聖子氏の講演はすばらしかっ

たですね。大懇親会にも乾杯のご発声を賜りました。おじさま方の「セイコちゃ〜ん」という黄色？い声

が飛び交っていましたよ。記念撮影にも快く応じて下さり、とても良い記念になりました。

　２７日は米山奨学生卓話。王君剛さん、カウンセラーの白山ＲＣの藤田智樹様とともにお越し頂きまし

た。「国境を越える酒場文化」と題した卓話は、かつていろんな国で飲んだり、居酒屋が一番大好きだっ

た私には、大納得でございました。

　２９日は小松３ロータリークラブ合同職業講話が、小松東ＲＣのお世話で開催されました。ロータリー

リーダーシップ研究会日本支部ファシリテーター委員長中村靖治様の講演を拝聴できましたことは、大変

意義深いものでございました。小松ＲＣから多数の会員がご参加下さったことに感謝致します。

　１０月前半は、私自身、出席できなかった行事がありましたが、中盤以降はロータリー一色の日々でし

た。皆様は、１０月のロータリー楽しめましたか。いくつ心に残る思い出ができたでしょうか。今年もあ

と１ヶ月半、引き続きコロナに気をつけて、そしてお風邪など召されませぬように。



★メークアップ届
10／1 第19回石川の伝統工芸体験学習　北村、福島、数左、南井、中田、奥、大畑、澤矢、新滝、山本、山﨑

例会報告 第3253回　2022.10.6（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％

2022年10月6日　ガバナー補佐訪問例会第3253回 アパホテル＜小松グランド＞

★德田八十吉会長  挨拶・報告
★幹事報告　10月1日よりロータリーレートが1＄145円に変更（139円より変更）
★各委員長報告　☆RL I（ロータリーリーダーシップ研究会）パートⅠ  修了書贈呈：中橋  勝美会員
★ゲスト紹介　石川第２グループ  ガバナー補佐　　　　　　　本  　裕一様（能美ＲＣ）
　　　　　　　　　　　　　　　　ガバナー補佐セクレタリー　染谷  政光様（能美ＲＣ）

2022年10月13日　観月夜間例会第3254回 栄町「料亭  一浪」

★德田八十吉会長  挨拶・報告　10月補助金贈呈：ナイラ イマン ウッド様
★ゲスト紹介　株式会社リベックス　代表取締役　山本　有二様
★懇親会

2022年10月20日　ガバナー公式訪問例会第3255回 アパホテル＜小松グランド＞

★德田八十吉会長  挨拶・報告
★各委員長報告　　☆RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）パートⅠ  修了書贈呈：大畑  清三会員

石川第２グループガバナー補佐　本　裕一様
　　ガバナー補佐セクレタリー　染谷政光様
德田八十吉、松多伸悟、山本省五、澤矢豊伸
湯浅外志男、中橋勝美、蓮井正樹

ニコニニコニコBOX

★メークアップ届
10／6
10／9
10／11

10月定例理事会　德田、松多、山本、澤矢、澤守、東、髙木、南井、元、齋藤、宮城、上原
第２回地区インターアクト委員会　上原
第４回ミニフォーラム　齋藤、福島、後藤、南井、宮城、元、本村、中川善勝、那谷、大畑、奥、澤守、德田、山本、山根、湯浅

例会報告 第3254回　2022.10.13（木） 料亭  一浪
会員数 49名・出席数 36名・欠席数 13名・出席率 73.47％ 德田八十吉、松多伸悟、大畑清三、山本省五

澤矢豊伸、髙木千鶴、後藤　充、元　良典
東　和央、宮城香織

ニコニニコニコBOX

●第3253回（2022.10.6）
　ガバナー補佐訪問例会 ためになるロータリー
石川第２グループ
ガバナー補佐

本　　　　裕  一 様
（能美RC）

司会：後藤　充 親睦委員長

●開宴挨拶・乾杯：山本  省五副会長　●アトラクション  詩吟：山本  省五会員　●中締め：大畑  清三会長エレクト
●閉宴（手に手つないで）



えている。イギリスとドイツでは街のあちこ
ちに「パブ」があります。基本お酒を飲むと
ころですが、軽い食事も取れます。
　中国で、最も種類のある酒は白酒。無色透
明のお酒で、他の蒸留酒と一緒でアルコール
の度数が高いのが特徴。日本で有名な紹興酒
は黄色酒「ほわんちゅう」の一種です。中国
を代表するビールは「青島ビール」です。面
白いことは、青島の人々は、袋に入った生ビ
ールが大好きです。基本的に夏場のみ販売さ
れています。店では毎日、直接醸造所から仕
入れ、約40ポンドのアルミ缶に詰めている。 
基本的には瓶ビールや缶ビールより、このゆ
るいビールのほうが風味がよいとされていま
す。機会があれば、ぜひご賞味ください。

★メークアップ届
10／8
10／14

第１回クラブ職業奉仕委員長会議　山本省五
能美RC　德田、澤矢

国際ロータリー第2610地区ガバナー　黒川伸一様
石川第２グループガバナー補佐　本　裕一様
地区副幹事　　佐々木照和様
德田八十吉、松多伸悟、大畑清三、山本省五、澤矢豊伸、中橋勝美
湯浅外志男、蓮井正樹、杉本雅規、元　良典、山本有二

ニコニニコニコBOX例会報告 第3255回　2022.10.20（木） アパホテル<小松グランド>
会員数 50名・出席数 34名・欠席数 16名・出席率 68.00％

★メークアップ届
10／22
10／22
10／23

地区大会  指導者育成セミナー　德田、澤矢、大畑、南井、湯浅
R I 会長代理御夫婦歓迎晩餐会　德田、澤矢、湯浅
地区大会　德田、澤矢、蓮井、数左、松多、宮城、元、中橋、西、大畑、齋藤、杉本、髙木、山本省五、湯浅

白山RC　藤田智樹様
德田八十吉、松多伸悟、大畑清三、山本省五
髙木千鶴

ニコニニコニコBOX例会報告 第3256回　2022.10.27（木） アパホテル<小松グランド>
会員数 50名・出席数 30名・欠席数 20名・出席率 60.00％

　日本の「居酒屋」は、独自の発展を遂げた日
本文化の一つと言っても過言ではありません。
  海外の酒場では、多くの場合、「レストラン」
と「バー」は明らかに区別されています。レ
ストランはお酒も飲めますが、食事がメイン
であって、バーはあくまでも飲み専門です。
　意外に、アメリカはアルコールの規制に厳
しい国です。そして、近年ワインの消費は増

●第3256回例会（2022.10.27）
　米山奨学性卓話要旨 国境を越える――酒場文化

●第3255回（2022.10.20）
　ガバナー公式訪問例会 ロータリーと共に

国際ロータリー第2610地区
ガバナー

黒川　伸一 様
（富山南RC）

★入会式・新会員紹介

2022年10月27日　例  会第3256回 アパホテル＜小松グランド＞

★德田八十吉会長  挨拶・報告
★ゲスト紹介　米山奨学生　王　君剛様・米山奨学生カウンセラー　藤田  智樹様（白山ＲＣ）

★ゲスト紹介
　　国際ロータリー第2610地区
　　　 ガバナー  　　黒川　伸一様（富山南ＲＣ）
　　石川第２グループ
　　　 ガバナー補佐  本　　裕一様（能美ＲＣ）
　　地区副幹事　佐々木照和様（上市ＲＣ）

おし　 の　　 りょうきょう

山 本　有 二 様
やま　もと　　 ゆう　 じ

【職業分類】ニットパーツ製造販売
【勤 務 先】株式会社  リベックス
【役　　職】代表取締役
【生年月日】1972年5月11日生

推薦者：中橋勝美会員・元　良典会員

米山奨学生

おう　 　　 くん ごう

王　　君剛 様

カウンセラー：藤田  智樹様
　　　　　　　（白山RC）



《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 681,800 円

1日　後藤　充会員 10日　髙木　千鶴会員 18日　中橋　勝美会員 30日　西木戸秀幸会員

第19回石川の伝統工芸体験学習 10月1日（土）  ゆのくにの森

小松3ロータリークラブ合同職業講話 10月29日（土）  ホテルビナリオ小松セントレ
ホスト：小松東ＲＣ

国際ロータリー第2610地区 2022～2023 地区大会 10月22日（土）・23日（日）
富山国際会議場

　小松市の小学 4 年生を対象とする『石川の伝統工芸体験学習』が 3 年
ぶりに開催されました。小学 4 年生73名と交換留学生ナイラさんが参加
し、九谷焼、山中漆器、和紙、ガラス、金箔貼りの 5 種のうち、希望の
伝統工芸を体験しました。北村茂青少年奉仕委員長をはじめ、ご参加い
ただきましたロータリアン11名の皆様、ありがとうございました。

中村　靖治 氏

「ロータリーを語ろう
　   ～ＲＬＩに参加しよう～」

ＲＬＩ日本支部ファシリテーター委員長


