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㈱金沢壽屋代表取締役社長

山
やまがた

縣  秀
ひでゆき

行
　このたびは、正会員として入会を

ご承認賜りまして、誠にありがとう

ございました。

　さて、私のプロフィールについて、

少しご紹介できればと存じます。私

は、1974年に大阪府で生まれまし

た。父の仕事の関係で、1984年から5年間、シンガポール

に在住していた経験もあります。その後、京都の同志社国

際高等学校を卒業し、同志社大学にて学びました。大学

卒業後は、ユニ・チャーム株式会社に入社。約10年間、営

業として代理店や小売店への販促提案・売り場提案など

に従事しておりましたが、2005年4月に諸事情で金沢に

移り、妻の実家である老舗料理屋「壽屋」の経営を継承し、

現在に至ります。

　江戸時代から伝わる大型町家を活用した金澤町家料

亭・壽屋の四代目店主として、金澤町家空間×金澤料亭文

化×加賀料理×金沢カルチャーの融合と発信を第一義に

日々取り組んでいます。季節の素材を用いた会席料理（加

賀料理）と祖業である加賀精進料理を提供、冠婚葬祭、家

族のお祝いごとなどその場面に応じた金沢らしいしつら

えをご提案しております。金沢の古き良きものと新しき

良きものを融合した、新しい”金沢らしさ”の創造と発信

（金澤モダニズム）をさらに進め、従来の枠組みを超え

た金沢独自の料亭のあり方を追究し、日本文化の玉手箱

「料亭」を世界中に伝えることを目標としています。

　まだまだ若輩で、至らぬ点が多 ご々ざいますので、諸先

輩方のご指導のもと、学びを深めて参りたく考えており

ます。何卒よろしくお願い申し上げます。
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入会挨拶
❖  5 月 18 日（月）例会 ❖

■ソング
“それでこそロータリー”
“Sing Everyone, Sing”

■本日の卓話
   5月18日 ㈱フルーツむらはた
  代表取締役社長　村

むらはた

端一
か ず お

男氏（金沢東RC）
  「日本産フルーツの輸出」
■例会卓話予定
  5月25日  ㈱金沢寿屋
  代表取締役社長　山

やまがた

縣秀
ひでゆき

行氏（金沢東RC）
  「金沢の料亭」
  6月  1日  ㈱トラベル・エー
  代表取締役　野

の む ら

村圭
けいさく

作氏（金沢東RC）
  「未定」
  6月  8日 交換学生　Katherina Adinolfeさん
  「母国の紹介他」
  6月15日  休会
  6月22日 未定
  6月29日 会長・幹事退任挨拶

■ニコニコBox（敬称略）
酒井ガバナー補佐…ガバナー補佐訪問に際して。
別川…本日、酒井ガバナー補佐をお迎えしました。当年度の評価をいただ

けるとのことです。お手柔らかにお願いします。
藤弥…この度は金沢東ロータリークラブに入会させていただき、誠にな

りが当ございます。奉仕の精神を大切に頑張ってまいりますので、
今後ともご指導よろしくお願いいたします。

星　…歴史と伝統のある金沢東ロータリークラブに入会させていただき、
ありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。

川杉…新規入会を認めていただき、誠にありがとうございます。
別川…川杉朋弘さん、藤弥昌宏さん、星忠利さんの3名の方を新会員とし

て、お迎えすることが出来ました。楽しいロータリー活動を満喫し
てください。

太田有彦…川杉会員、星会員、藤弥会員と多くの新会員の皆様をお迎え
し、感激です。会員増強委員長として何もできなかったのですが、
会員皆様のお蔭です。ありがとうございます。

竹松…川杉朋弘さん、星忠利さん、藤弥昌宏さんのご入会を心より歓迎
いたします。本日、ご都合のつかなかった飯沼さんを含め、会員数
は99名。近いようでなかなか遠い「100名」です。

別川…星忠利さんの入会を承認いただき、ありがとうございます。推薦者
として、ニコニコと。

岩木…川杉さん、星さん、藤弥さん、入会おめでとうございます。今後、
益々のご活躍とご発展を祈念申し上げております。

別川…藤弥昌宏さんの入会の承認をいただき、ありがとうございます。ニ
コニコと。世界JC金沢大会が開催される忙しい時期に入会しても
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らいました。末永く、お付き合いをお願いします。
山岸…新会員に藤弥さん、星さん、川杉さんをお迎えいたしました、今後

のご活躍をお祈り申し上げます。
徳野…川杉さん、星さん、藤弥さんのご入会を心からお祝い申し上げます。

楽しくロータリー生活を過ごしてください。
小池田康秀…本日ご入会の藤弥さん、星さん、川杉さんを心より歓迎いた

します。これから、金沢東RCで素敵な出会いがあることをお祈り
しております。

大島淳光…藤弥さん、ご入会おめでとうございます。お待ちしておりまし
た。これからもよろしくお願いいたします！

白川…藤弥君の入会、心よりお祝い申し上げます。今後のご活躍を期待し
ております。頑張ってください。

高岩…お蔭様で、今回3回目の当選をすることが出来ました。今後もロー
タリアンの信条を大切にしながら頑張ってまいりますので、ご指導
の程よろしくお願いいたします。

野村…4／24（金）、トラベル・エーの新店舗としてラスパ白山店をopen
しました。白山市役所前に位置し、ユニーが運営するショッピング
センター ラスパの1Fです。金沢本社、旅サロン輪島に続いて3店
舗目となります。これからもよろしくお願いいたします。

髙桑幸一…先月の金沢RC80周年記念ゴルフコンペで3位入賞とシニア
ベスグロをいただきました。当日の同伴の笠間さん、大島さん、山
岸さんに感謝して！

諸江…87歳の誕生日を迎えられ、記念品をいただき、ありがとうございま
した。元気な間、ロータリーに出席して記録wp作りたいと思いま
す。よろしくお願いします。

坂本…誕生日のお祝いをありがとうございます。68回目であります。未だ
これからと頑張ってまいります。

別川…誕生祝をいただき、ありがとうございました。60を越えると、残り
を指折り数えるだけです。

三平…本日、誕生日を迎えました。お祝いをいただきまして、ありがとう
ございます。今後とも、一日も早く皆様のお仲間として活動して立
派なロータリアンとなれるよう頑張っていきますので、どうぞよろ
しくお願い申し上げます。

◆5月親睦委員会
日　時：5月22日（金）　18:30〜
場　所：サン・カルロ
会　費：5,000円

◆地区研修・協議会
日　時：5月24日（日）　13:00〜17:30
場　所：野々市市文化会館フォルテ
　　　　野々市市立野々市小学校
会　費：4,000円（クラブ負担）
出席義務者：次期会長、幹事、会計、理事、役員、各委員長、
　　　　新会員

◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日　時：5月25日（月）　11:30〜
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ　18F
出席予定者：飯沼、別川、山岸、不室、竹松、黒野

◆石川第1分区A  次年度会長・幹事連絡会
日　時：5月26日（火）　17:00〜
場　所：大友楼
会　費：8,000円（クラブ負担）

◆金沢8RC新旧会長幹事会
日　時：6月5日（金）　18:00〜
場　所：金茶寮
会　費：15,000円
出席予定者：別川、竹松、能登

◆グリーン会ゴルフコンペ
日　時：6月6日（土）　9:41〜
場　所：片山津GC「加賀コース」

◆グリーン会ゴルフコンペ納会
日　時：6月6日（土）　18:00〜
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ　17F「鳳凰」
会　費：3,000円

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

〈 5月例会メニュー 〉
5/18 〈洋食〉鰈のムニエルにラングスチーヌの香草焼きを添えて
5/25 〈中華〉小海老と野菜の青山椒炒め、能登豚と野菜のジンジャー炒め 他

西川…誕生日のプレゼントをありがとうございました。63回目の誕生日
は孫からもらったロタウィルスで大変な目に合いました。健康第一
ですね！

諸江…結婚記念日に美しいお花をありがとうございました。健康にも恵
まれ、二人とも健康で60回目の記念日を迎えることが出来ました。
今後とも頑張りますのでよろしくお願いします。

岩木…結婚記念日にきれいなお花をいただきまして、ありがとうございま
した。何とか持ちこたえて、いつの間にか30回目となりました。こ
れからもご指導ください。よろしくお願いいたします。

荒木…今年も結婚記念日を迎えることが出来ました。これも偏に女房の
お蔭と感謝しております。

中島淳一…結婚記念日のお祝いをいただき、ありがとうございました。今
後も元気に明るく一歩づつ着実に進んでいきたいと思います。ご指
導よろしくお願いいたします。

本田…結婚記念日のお花をありがとうございました。夫婦の会話の貴重
なネタとさしていただきました。引き続き単身生活をエンジョイい
たします。

村端…結婚記念日のカーネーションをありがとうございました。無事10
年を迎えました。11年目に向けて頑張ります！

向井…連休が完全に終了した今日の朝、私の定例の体重測定をいたしま
した。81.4㎏　この数字が多いか少ないかといえば多過ぎるに決
まっていますが、連休前の82.0㎏と比較すると若干の減少となっ
ております。この12日間にアイスホッケー3試合とゴルフを5ラウン
ドした割には減っておりません。（宴席も4回ありましたが…）経営
も健康も、やはり「入り」と「出」のバランスが大事と分かった連休
でした。

　累計　1,447,470円　

❖ 5 月 11 日（月）例会報告❖

■出席率報告
  4月10日 36 ／ 94　ホームクラブ　38.30%
  4月  6日 88 ／ 94　補正出席率　　93.62%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員1名）

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

   
Sing,  everyone,  sing.
Sing,  everyone,  sing.
Let's  get  together  in  all

kinds  of  weather
and  sing,  everyone,  sing.

Smile,  everyone,  smile.
Smile,  everyone,  smile.
All  of  your  troubles  will

vanish  like  bubbles.
so  smile,  everyone,  smile.

『第29回 愛の献血運動』実施のご案内
日　時：5月18日（月）9:30〜16:00
場　所：近江町十間町広場
※献血にご協力いただいた方には粗品（鉢植花）を贈呈
いたしますので、会員およびご家族、会員事業所の従
業員様のご協力をお願いいたします。

※今回は400ml献血のみの受付となります。


