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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

　　　　　　　　　　５月はコロナで延期されていました地区大会が七尾で開催されました。　

　　　　　　　　　また３年ぶりに加賀屋にて大懇親会も行われ素晴らしい大会になりました。

前日には姉妹クラブの蒲郡ロータリークラブが小松に訪問され、お旅祭りを見学されました。

夜には佳水郷にて３年ぶりの合同例会が開催でき、両クラブの益々の交流と懇親を深めることが

できたと思います。来年は小松クラブが何事もなく蒲郡に訪問出来たら良いなと思います。

　今月は新入会員も４名増員する事ができ、会員数は５１名となりました。私が思うロータリー

とは、クラブの会員がロータリー活動で成長して自分の事業・業界・社会でのリーダーになり社

会に貢献するということだと思います。また成長するためには例会で仲間と親睦を育くみ、学び

を深めることにより成長するのではないかと思います。

　私の会長の任期もあと２か月ですが、会員の思考の幅を広げ、向上心を高めていけるような運

営を行いたいと思いますので、会員の皆様のご協力よろしくお願いします。

　小松ロータリークラブは５月２０日公立小松
大学のボランティアサークルに協力し、同大学
に食料品や生理用品などを無料提供するフード
パントリーをおこなった。コロナ禍で生活に影
響が出ている学生を支援するため５０袋を配っ
た。当日自由に持っていける品物もテーブルに
並べた。　　 （社会奉仕委員長　本村　公志）

2022年5月20日（金）

小松大学フードパントリー事業
2022年5月15日（日）

第2610地区  地区大会

2021～2022年度
小松ロータリークラブ　会 長　松 多  伸 悟



蒲郡ＲＣ　会長：堀井慎二様、幹事：田中　順様
　　　　　会長エレクト：和田行泰様
松多伸悟、寺田英夫、德田八十吉、杉本雅規
澤守麻希、福島　徹、数左從光、元　良典
石田拓也、南井浩昌、中川善勝、新田寛之

ニコニニコニコBOX

★メークアップ届
5／12

5／12

第11回ミニフォーラム　　松多、福島、後藤、王生、東、数左、北村和久、南井
　　　　　　　　　　　　　　大畑、澤守、德田、山根、湯浅
予定者プログラム委員会　数左、寺田、王生、吉免、德田

例会報告 第3235号　2022.5.14（土） 加賀片山津温泉「佳水郷」
会員数 51名・出席数 31名・欠席数 20名・出席率 60.78％

2022年5月14日　蒲郡ＲＣ・小松ＲＣ合同例会第3235回 加賀片山津温泉「佳水郷」

★松多 伸悟会長  挨拶・報告
★幹事報告　5月1日よりロータリーレートが1＄130円に変更（122円より変更）

2022年5月19日　例  会第3236回 アパホテル＜小松グランド＞

★松多 伸悟会長  挨拶・報告
　　☆ＲＬＩ研究会パートⅢ 修了証 授与：大畑　清三会員
★ゲスト紹介
　　公益社団法人  小松青年会議所　理事長  道券　悠一様

　蒲郡ロータリークラブの皆さんは、

５月13日（金）〜 15日（日）小松市で行わ

れた「お旅まつり　曳山子供歌舞伎」を

見学されました。

開宴挨拶：小松ＲＣ　松多 伸悟会長
乾　杯　：小松ＲＣ　德田八十吉会長エレクト
余　興　：加賀太鼓  鼓龍遊
中締め　：蒲郡ＲＣ　和田 行泰会長エレクト
閉　宴　：手に手つないで

例  会 懇親会

司会：後藤　充 親睦委員長 司会：後藤　充 親睦委員長

開会点鐘：小松ＲＣ　松多 伸悟会長
ロータリーソング♪：奉仕の理想
来訪紹介：小松ＲＣ　杉本 雅規副会長
会長挨拶：小松ＲＣ　松多 伸悟会長
　　　　　 　蒲郡ＲＣ　堀井 慎二会長
入会式・新入会員紹介：

幹事報告 並びに 各委員長報告
出席報告
ニコニコＢＯＸ
閉会点鐘：小松ＲＣ　松多 伸悟会長

18：30〜 19：05〜

大畑　清三会員

石田 拓也様　藤沢自動車株式会社　副社長執行役員　　　　　　【推薦者：松多伸悟会員、山本省五会員】
南井 浩昌様　北陸エアターミナルビル株式会社　代表取締役社長【推薦者：山本省五会員、松多伸悟会員】
中川 善勝様　中川産業株式会社　代表取締役社長　　　　　　　【推薦者：数左從光会員、澤守麻希会員】
新田 寛之様　株式会社エヌベックス　代表取締役　　　　　　　【推薦者：福島　徹会員、数左從光会員】



松多伸悟、德田八十吉、澤守麻希、上出衛二
元　良典、岡田靖弘
岡田靖弘会員お別れの会有志

ニコニニコニコBOX

★メークアップ届
5／14
5／14
5／15

指導者育成セミナー　　　松多、湯浅
ＲＩ会長代理歓迎晩餐会　湯浅
2021-22年度国際ロータリー第2610地区  地区大会
　　　　　　 松多、澤守、数左、大畑、澤矢、杉本、德田、山本省五、湯浅、髙木

例会報告 第3236号　2022.5.20（木） アパホテル<小松グランド>
会員数 51名・出席数 33名・欠席数 18名・出席率 64.71％

2022年5月26日　例  会第3237回 アパホテル＜小松グランド＞

★松多 伸悟会長  挨拶・報告
★ガバナー補佐訪問のご挨拶
　　　石川第２グループ  ガバナー補佐  辻　 等様（山中ＲＣ）
★石川第２グループ８RC親睦ゴルフ大会 表彰
　　　【個人戦】 優勝：福島　徹会員　準優勝：元　良典会員
　　　【団体戦】 優勝：小松RC
★ゲスト紹介　税理士法人  北陸合同会計事務所　代表  高田　眞次様（能美ＲＣ）
　　　　　　　　　石川第２グループ  ガバナー補佐  辻　 等様（山中ＲＣ）

●第3236回例会（2022.5.19）卓話要旨

志高く  ～ 絆を紡ぎ、みんなで挑戦しよう！～

公益社団法人
小松青年会議所
理事長

道券　悠一 様

　この度は、大変貴重な機会をいただきまして

誠にありがとうございました。青年会議所は地

域をよりよくする運動を行う中で、発展と成長

の機会を得ることができます。卓話にもありま

したが、私たちが理解している機会はchanceで
はなくopportunityでありますので、たまたまの

好機ではなく、自身の手で掴み取る好機という

部分が非常に重要です。なんとなくではなく、

自らが考えて行動していくことで、より良い機

会を得ることができるのではないかと思います。

今後も自己の修練・社会への奉仕・相互の親睦

の三信条のもと、明るい豊かな地域の実現を目

指して、メンバー一同活動をしていきたいと思

います。この機会をいただいたことによって私

自身も改めて青年会議所に向き合うことができ

ましたし、発信することは貴重な経験となりま

すので、今後とも理事長を受ける者にはこのよ

うな機会をいただければ幸いかと思います。

　今後とも何卒よろしくお願い致します。

【紹介者】髙野純平会員

　今般中小企業の事業承継が急務となり、その

背景の中で平成30年度の税制改正において従来
の事業承継税制を改良し、対象株式数を100％、
相続時の猶予対象評価額を100％に拡大し、雇用
確保要件を実質撤廃するなど使いやすくした、

新しい「特例事業承継税制」が創設されました。

●第3237回例会（2022.5.26）
　卓話要旨 特例事業承継税制について

特例事業承継税制の適用を受けるためには「特

例承継計画」を都道府県へ提出することを条件

に認められます。その提出期限が令和5年3月末
日と迫ってきております。コロナ禍による事業

停滞、来年10月からの消費税のインボイス制度
などにより忘れられていた感が否めませんが、

今一度自社株を評価し、5年先の事業承継を考え
ていく必要があります。自社の早期経営改善計

画の立案・実践の中でより収益性の高い企業に

磨け上げつつ、後継者の経営力を育み、会社の

永続発展につなげ、従業員、取引先、ひいては社

会に貢献できる企業を目指していってください。

税理士法人
北陸合同会計事務所
代表

（能美RC）
高田　眞次 様

団体戦優勝 個人戦優勝



《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。

5月誕生祝い
4日　中澤　宏介会員

ニコニコBOXの年間達成目標 2,000,000 円 ニコニコBOX5月末の累計金額 1,212,050 円

●小松商業高校  職業講話

　職業奉仕委員会では 5月25日、小松商業高校

で職業講話を行い、川本樹会員をはじめ 3人が、

「人にとって　天職とは」と題して、3クラスに

分かれて、2年生111人に講話をしました。

　川本樹会員は弁護士の立場から「どの仕事も

きっと遣り甲斐があるはず」と、齋藤典子会員

は印刷会社経営や旅行業の経験から「誰にも長

所や得意分野があるはず、何事にも自信を持つ

ことが大切」と説いた。また、上原邦弘会員は、

塾長として「誰にも天職に就ける能力がある」

と講話をしました。講話を聴いた生徒からは、

それぞれの分野の第一人者から話が聴けて今後

の進路の参考になったとの感想が多く寄せられ

ました。

　講話終了後、松多伸悟会長、大畑清三職業奉

仕委員長、元良典青少年奉仕委員長も加わり、

同校同窓会館でインターアクト例会も開催され

ました。　　　　　　（職業奉仕委員長　大畑　清三）

2年生の111人に職業講話

5月25日（水）　石川県立小松商業高校 

　小松商業高校インターアクト部の１〜２年生部員３０名

と小松ＲＣ会員６名が参加し、合同例会を開催しました。

　コロナ禍で活動が制限されていた小松商業高校インター

アクト部でしたが、再開に向けて学生たちのやる気を大変

感じました。　　（インターアクト委員長　上原　邦弘）

小松商業高校インターアクト部との合同例会

於：小松商業高校同窓会館

石川第２グループ ガバナー補佐　辻　等様
松多伸悟、德田八十吉、澤守麻希、髙野純平

ニコニニコニコBOX

★メークアップ届
4／29
5／19
5／25
5／25

石川第２グループ８ＲＣ親睦ゴルフ大会　福島、東、本田、数左、北村和久、元、中橋、澤守、澤矢、寺田、上原、山﨑
５月定例理事会　松多、德田、杉本、澤守、数左、中田、大畑、本村、蓮井、元、澤矢、髙野、後藤、東、宮城
職業講話（小松商業高校） 川本、上原、齋藤、大畑
ＩＡ合同例会（小松商業高校） 松多、大畑、元、上原、川本、齋藤

例会報告 第3237号　2022.5.26（木） アパホテル<小松グランド>
会員数 51名・出席数 33名・欠席数 18名・出席率 64.71％


