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　この度、由緒ある金沢東ロータ

リークラブに新会員としてお世話

になります、株式会社 松本日光舎

の松本健夫と申します。

    　衣類等のクリーニングで県内45

店舗と直接ご自宅に訪問します20

台の集配車で営業しておりますク

リーニング会社を経営させて頂いております。金沢東RC

でも、お客様として、弊社をご利用して頂いている方々も

沢山いらっしゃいますので、この場をお借りして御礼を申

し上げます。弊社会長で父でもあります松本巌夫が昨年

の11月まで長きに渡り皆様のお世話になりました。息子

の私には『昨日、事務局に退会届を出してきたから・・・』

との言葉に、いつもながら、親限り子限りで、何の事前通

告もなく、相変わらず父らしいなと思っておりました。私

も父が長い間、ロータリアンであった為に、幼少の頃か

ら、ロータリーの行事に参加させて頂いた記憶が鮮明に

あります。家族クリスマス会であったり、姉はカナダに、

私はオーストラリア シドニーに交換留学生として行かせ

て頂きましたし、その関係で、沢山の留学生を受け入れて、

4人兄弟の末っ子の長男で、上に姉が3人の私にして見れ

ば、皆様にお馴染みのポール・ファリスは、私にとっては、

良い兄貴分でした。また、実家が例会会場の近くでした

ので、夜間例会の後に、不良？になりかけてた私に、父の

友人が説教しに来ても頂きました。そんな温かい金沢東

RCに迎えて頂き、大変光栄に思います。

　今後も一人前のロータリアンになれます様に頑張りま

すので、ご指導、ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

「年男にあたり」
本谷  裕二

（昭和 40 年 1 月 16 日生）

　今年は年男、48歳になります。

　2006年8月に金沢東ロータリー

クラブに入会して早や7年目になり

ました。お店の移転にともない、自

分を向上する、そして自分の目上

の方と接して、いかに時間を過ごし、

時間を『使うこと』『使いこなせ』を

『勉強する』をテーマに、これからも皆様と接して勉強し

ていきたいです。

　あと2年で大台50歳。長女も今年から大学生になる父

親、世間でいう所のいい大人です。この先も皆様からも

認められる経営者、皆様と一緒にいろんな活道が出来る

『友』『仲間』になれますよう励んでいきたいです。

　今年は米沢会長のもと55周年もあり、入会して間もな

い頃の50周年に負けないようお手伝いがんばっていきた

いと思います。（当時は右も左もわからずてんやわんや

でしたが）

　来年度の会長　半田様は自分の推薦人で公私ともお世

話になっています。私も来期は半田会長の元何かしらの

サポートもがんばっていきたいと思います。

　自分自身の思いのみの考えばかり書いてしまいました。

何はともあれ今度ともよろしくお付合お願いいたします。
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年男からのメッセージ④
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入会挨拶

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか



奉仕を通じて平和を  Peace through Service

〈 4月例会メニュー 〉
  8日 〈洋食〉桜鯛のグリル　山海の香りを添えて
15日 〈中華〉四川伝統料理　牛肉の辛子山椒風味煮、イベリコ豚の酢豚等
22日 〈和食〉春のちらし寿司と大海老フライ

❖ 4 月 8 日（月）例会❖

■ソング
“我等の生業”
“R-O-T-A-R-Y”

■本日の卓話
 4 月  8日 NHK金沢放送局長　小

こ じ ま

島伸
の ぶ お

夫氏（金沢RC）
 「金沢マラソンに期待すること」

■例会卓話予定
 4 月15日 やわたメディカルセンター副院長　勝

か つ き

木達
た つ お

夫氏
 「心臓が悪い⁉　だったら運動しましょう」
 4 月22日 航空自衛隊小松基地司令・空将補　山

やまもと

本祐
ゆういち

一氏
 「未定」
 5 月13日 中日新聞北陸本社　編集局長　澤

さ わ き

木範
のりひさ

久氏
（金沢東RC）

 「新聞よもやま話」
 5 月20日 金沢東RC55周年特別例会（金沢国際ホテル）
 5 月27日 ㈱松本日光舎代表取締役社長　松

まつもと

本健
た け お

夫氏
（金沢東RC）

 「未定」
 6 月  3日 55周年慰労例会（金沢スカイホテル）
 6 月10日 交換学生　カーリー・ザミットさん
 「カナダの紹介」
 6 月17日 休会
 6 月24日 会長・幹事退任挨拶

■ ニコニコ Box（敬称略）
山岸…3月21日、会長になりました。新社長には長男がなりましたので、今後ともよろ

しくお願いします。
谷村…伝統ある金沢東ロータリークラブに入会させていただきました。大変光栄な

ことだと喜んでおります。分からないことも多く不安もありますが、精一杯頑
張りますので、よろしくお願いいたします。

米沢・小池田康秀…本日、谷村正太郎さんのご入会を歓迎いたします。これからもよ
ろしくお願いします。皆さんと仲良くロータリー活動を頑張ってください。

浅田裕久…谷村庄太郎君のご入会を、心から歓迎して。
松本浩平…谷村庄太郎さんのご入会を心から歓迎申し上げます。
竹内…ラッキーの数々とパートナーに恵まれて、グリーン会で優勝させていただきま

した。楽しいゴルフでした。これからも参加させていただきます。ありがとう
ございました。

久内…良いパートナーと多大なハンディのお蔭で、グリーン会準優勝できました。愚
妻と賞品のすき焼き肉を十二分にいただきました。感謝、感謝。

坂本…先のゴルフコンペで3位をいただき、ありがとうございました。

笠間…先日のゴルフ大会で、たくさんの賞品をありがとうございました。
勝浦…土曜日のコンペでドラコン賞をいただきました。そもそもドライバーが当たる

ことが殆どない私が、ドラコンホールで当たることは天文学的確率です。そん
なことも起こるということを踏まえ、4月より数字選択式宝くじ［ロト7］が発
売になりました。１等最高4億円、キャリーオーバー発生時には8億円になりま
す。是非お買い求め、よろしくお願いします。

不室…72回目の誕生日を迎え、感慨無量です。お祝をいただき、ありがとうございます。
和田…誕生祝をいただきました。先日の一番の会でアンサンブル金沢のＣＤとゴブ

レットをいただきました。
荒木…誕生日の記念品をいただき、ありがとうございました。これからも身体を大切

にして参りたいと思います。
根布…誕生日のお祝いをありがとうございました。また、新たな気持ちでこの1年頑

張ります。
太田有彦…12年振りの年男の誕生日です。やはり普通の誕生日とは何か違うもので

すね。お祝い、ありがとうございました。
原　…お花が届いて忘れていた記念日に気付かされました。ありがとうございます。
能登…結婚記念日のお祝い、ありがとうございます。先程気付き、慌ててニコニコ

BOXに入れました。忘れないようにしたいと思います。
西川…結婚記念日のお花をありがとうございました。無事37年目に入り、感謝です。
若林…結婚記念日のお祝い、ありがとうございます。今月が記念日など失念しており

ました。よくもっております。今後共よろしく。

累計　1,182,770円

❖ 4 月 1 日（月）例会報告❖

■出席率報告
 3 月18日 58 ／ 95　ホームクラブ　61.05％
 3 月11日 87 ／ 95　補正出席率　　91.58％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日　時：4月8日（月）　11:30〜
場　所：金沢スカイホテル　18F
出席予定者：池、米沢、浅田裕久、小池田康秀、木村

◆次年度打合せ会
日　時：4月8日（月）　18:30〜
場　所：石亭

◆次年度第１回クラブ協議会
日　時：4月15日（月）　13:40〜14:40
場　所：金沢スカイホテル18F

◆55周年第5回実行委員会
日　時：4月15日（月）　18:00〜
場　所：金沢国際ホテル　2F「羽衣」
会　費：5,000円

◆東京東RC例会訪問
日　時：4月19日（金）　11:30〜
場　所：ホテルニューオータニ
出席予定者：米沢、高桑秀治、小池田康秀、高桑幸一

◆4月親睦委員会
日　時：4月24日（水）　18:30〜
場　所：京澤
会　費：5,000円

◆金沢百万石RC15周年例会
日　時：4月25日（木）　18:30〜
場　所：ホテル日航金沢
出席予定者：半田、山岸、小池田康秀

◆第3回グリーン会ゴルフコンペ
日　時：5月11日（土）　8:45〜
場　所：片山津GC「加賀コース」

◆河北RC40周年例会
日　時：5月11日（土）　15:00〜
場　所：金沢エクセルホテル東急
出席予定者：米沢、山岸、小池田康秀

R-O-T-A-R-Y
R-O-T-A-R-Y,

That  spells  Rotary,
R-O-T-A-R-Y,

is  known  on  land  and  sea;
From  North  to  South,  from  East  to  West,

He  profits  most  who  serves  the  best;
R-O-T-A-R-Y,

That  spells  Rotary.
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４月はロータリー雑誌月間です


