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金沢東ロータリークラブ会報

事務局：金沢市彦三町2丁目1番地45号  むさしビル4F
ＴＥＬ：076-260-1212　FAX：076-260-5656
E-mail：k-eastrc@gaea.ocn.ne.jp

例会日：毎月曜日  12:30 ～ 13:30
例会場：ANAホリデイ・イン金沢スカイ

会長：別　川　　　稔
幹事：竹　松　俊　一
会報：松　本　浩　平
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　株式会社ことぶきの大島でござ
います。このたびは、この歴史と伝
統ある金沢東ロータリークラブへ
の入会のご承認を賜り、誠にあり
がとうございます。また、これまで

長年に亘り、私の父であり、弊社会長の大島國雄が大変
お世話になり誠にありがとうございます。さらには、今
年8月より私の長女である大島咲絵子がロータリークラ
ブの交換留学でカナダへ一年間お世話になります。この
ように親子三代に亘り、当クラブのお世話になりますこ
とを大変光栄に思いますし、心から感謝を申し上げる次
第でございます。
　私は昭和43年生まれの46歳で、学生時代は兵庫県西
宮で過ごし、神戸ポートアイランドにある株式会社ワー
ルドというアパレル会社にて6年程勉強させていただき、
家業である弊社に入社をして、現在社長に就任して8期
目になります。まだまだヨチヨチ歩きで、七転八倒しな
がら、社員の皆に支えてもらいながら、僅かながらでは
ありますが、理想に向かって前進をしております。
　このたびの金沢東ロータリークラブ入会にあたり、職
業人として、また社会人として、諸先輩方よりご指導を
頂きながら、自分自身を改めて見つめ直す良い機会とし
て参りたいと思います。同時にロータリーの理念である
「奉仕の理念」を考え、現在の自分にできる奉仕という
ものを実戦して参りたいと思います。これからもどうぞ
宜しくお願い申し上げます。
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　㈱みずほ銀行金沢支店長

本
ほ ん だ

田  哲
て つ や

哉

［生年月日］1967年8月9日（46歳）
［出身地］愛知県名古屋市名東区
［現住所］金沢市泉野3丁目（単身赴任）

［家　族］川崎市高津区梶ヶ谷
　　　　（東急田園都市線梶が谷駅）

　　　　　妻（46歳）専業主婦、
　　　　　長女（15歳）中学3年生、
　　　　　長男（4歳）幼稚園年中

［趣　味］ジョギング・ウォーキング、自転車等
［職　歴］

1990年　新宿中央支店　入行
1994年　本部（証券、資産運用、個人業務関連）

2004年　大阪中央支店　課長
2006年　本部（財務企画、資産運用、コンプライアンス関連）

2014年　金沢支店　支店長
　このたびは金沢東ロータリークラブへの入会をご承認
いただき、誠にありがとうございます。金沢に来て早2ヶ
月が過ぎました。その間、金沢リレーマラソンや百万石
まつり踊り流しへの参加、検番でのさくらまつり、気候の
良い中でのゴルフや美味しい料理など、短い期間ではあ
りますが、これまでにない経験を数多くさせていただき、
仕事とともに毎日充実した日々を過ごしております。
　来春の新幹線開業を控え、金沢が歴史的に見ても脚
光を浴びているこの時期に赴任することを極めて光栄
に思います。この地は市民全員が高い意識を持って街
並みや伝統・文化、価値観を守り続けておられるとの印
象を持っております。私も微力ではありますが、金沢を
学び、金沢のお役に立てるよう活動してまいる所存です。
諸先輩方のご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

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

９月は新世代のための月間です



LIGHT UP ROTARY  ロータリーに輝きを

小池田康成…9月10日、今年も元気に誕生日を迎えられそうです。クラブより誕生日
祝をいただき、ありがとうございます。

米沢…誕生日のお祝い、ありがとうございます。毎年毎年、月・日のスピードがupし
ています。さて、いくつになったのやら？

大倉…9月5日で52歳になります。御祝をいただきありがとうございます。
木屋…誕生日のお祝いをいただき、ありがとうございました。41歳になりました。こ

れからも頑張ります。
宮本亮一…誕生日のお祝いをありがとうございます。47歳になります。小さい文字

が見にくくなってきました。
山崎勝治…今回、出席・ニコニコ委員会副委員長として初めて登壇させていただき

ます。昨年度の本谷さん、田中さんと同じように場を和ませることが出来る
よう1年間頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

　累計　381,120円　

❖ 9 月 1 日（月）例会報告 ❖

“ガバナー公式訪問”

■出席率報告
 8 月18日 67／92　ホームクラブ　72.83%
 8 月  4日 85／92　補正出席率　　92.39%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

◆9月理事役員会
日　時：9月8日（月）　13:45〜
場　所：金沢東RC事務局

◆グリーン会ゴルフコンペ
日　時：9月13日（土）　8:38スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」

◆交換学生ケィティさん歓迎会
日　時：9月13日（土）　18:30〜
場　所：てらおか風舎金沢店
会　費：5,000円

◆金沢西RC 50周年記念例会
日　時：9月26日（金）　14:45〜
場　所：ホテル日航金沢
出席予定者：別川、竹松

◆9月親睦委員会
日　時：9月29日（月）　18:30〜
場　所：太郎
会　費：6,000円

◆社会奉仕・世界社会奉仕・R財団合同委員長会議
日　時：10月4日（土）　10:00〜12:00
場　所：高岡商工ビル　2Ｆ「大ホール」
出席予定者：徳野

◆国際ロータリー第2610地区　地区大会
・指導者育成セミナー
　10月4日（土）　13:00〜14:50　高岡市民会館
　参加対象者：地区役員、会長・幹事、次期会長・幹事、五大奉仕委員長
・本会議Ⅰ
　10月4日（土）　15:00〜17:30　高岡市民会館
　参加対象者：地区役員、会長・幹事、次期会長・幹事、五大奉仕委員長
・RI会長代理ご夫妻歓迎夕食会
　10月4日（土）　18:00〜20:00　ホテルニューオータニ高岡
　参加対象者：地区役員、会長　（別途登録料11,000円）　
・本会議Ⅱ・記念講演
　10月5日（日）　13:00〜17:30　高岡市民会館
　参加対象者：全会員・家族、交換学生
・大懇親会
　10月5日（日）　18:00〜20:00　ホテルニューオータニ高岡
　参加対象者：全会員・家族、交換学生
・大会登録料　会　員：11,000円（内2,000円はクラブ負担）
　　　　　　 ご家族：8,000円
※10/6例会はございません。

◆野々市RC 35周年記念例会
日　時：10月22日（水）　15:30〜
場　所：金沢国際ホテル
出席予定者：別川、竹松

〈 9月例会メニュー 〉
  8日 〈中華〉旬の秋野菜を使って（鶏肉と栗の豆板醤炒め、キノコのスープ など）
22日 〈洋食〉仲秋の名月にちなんで（フォアグラ入り月見ハンバーグ茸添え）
29日 〈中華〉秋の味覚 山海の幸（牛肉と加賀蓮根のオイスター炒め など）

❖ 9 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
  9月  8日 金沢東ローターアクトクラブ
  幹事　中

なかむらりょうへい

村良平君
  「成長の場としてのローターアクト」

■例会卓話予定
  9月22日 ㈱銭屋取締役社長　高

た か ぎ

木慎
しんいちろう

一朗氏（金沢南RC）
  「日本料理の転機」
  9月29日 畠総合マネジメントオフィス所長  畠

はたけ

  善
よしひろ

寛氏
  「働き方の見直し！！
  　あなたの会社のダラダラ残業」
10月  5日  国際ロータリー第2610地区大会（高岡市民会館）
10月20日  未定
10月27日  米山奨学生　馬　少福君
  「未定」

■ ニコニコ Box（敬称略）
永田地区ガバナー…公式訪問に際して。
津嶋地区幹事…公式訪問に同行して。
酒井ガバナー補佐…公式訪問に際して。
別川…本日は永田地区ガバナーに訪問いただきました。お忙しい中、ありがとうご

ざいました。
小池田康秀…本日は夏の納涼例会にたくさんの方々にご参加いただき、ありがとう

ございます。長年続いた納涼例会晴天記録も途絶えてしまい、誠に申し訳あ
りません。その分、親睦委員が心を込めて盛り上げますので、どうか最後まで
よろしくお願いします。

竹松…永田義邦ガバナー、酒井博ガバナー補佐、津嶋春秋地区幹事の御来訪を心よ
り歓迎申し上げます。

岩木…本日は永田ガバナー、酒井ガバナー補佐、津嶋地区幹事をお迎えすることが
出来、いろいろご指導をいただきましたこと、誠にありがとうございました。

水上…皆様の長年にわたるご支援のお蔭で、ダートコーヒー㈱は本日、創業70周年
を迎えることが出来ました。感謝とお礼を込めて、ニコニコと。

谷村…明日、9月2日（火）19：00〜北陸朝日放送で『美都  金沢』という番組が放送
されます。橋本会員のダイワハウス・プレゼンツ、中川会員ご出演で、茶の湯
と工芸をテーマにした映像の美しい番組です。是非ご覧ください。

根布…30歳以上の年代別スポーツの祭典「日本スポーツマスターズ」が埼玉県で開
かれ、水泳の50ｍ背泳ぎでトップに0.5秒及びませんでしたが、2位に入りま
した。来年は石川県で開催されますので、優勝を目指します。

鏑木…キセキが？　麻布十番の九谷の店をテコ入れしようと友達を通じ、スタッフ
を募集したところ、30代、40代、50代の女性が面接に行くよとのこと、何と
パリコレの元スーパーモデルが3人来ました。器が大好きなので3人で働き
たいということで、本日9月1日より東京店は華やかです。ロータリーの皆様、
東京出張の折は是非どうぞ。

古田…初めて家族が金沢に遊びに来てくれました。

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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