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「明るく  楽しく  心をひとつに」

2016 -2017年度  金沢東RCテーマ
会　長　田中 和彦

❖  9 月 12 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12日  東京海上日動火災保険㈱金沢支店長
  川

かわすぎともひろ

杉朋弘氏（金沢東RC）
  「震災から学ぶBCPの必要性と
  　東京海上グループの取組み」

■例会卓話予定
  9月26日  一般社団法人日本ほめる達人協会事務局
 　 横

よこやま

山美
み き

樹氏
  「未定」
10月  3日  米山奨学生　黄照津さん（河北南RC）
  「未定」
10月17日  休会
10月23日  国際ロータリー第2610地区大会
10月31日  自衛隊石川地方協力本部長　柴

し ば た

田利
としあき

明氏
  「我国の国防と小松基地の役割」
11月  7日  日本生命保険（相互）金沢支社長
  星

ほし

　忠
ただとし

利氏（金沢東RC）
  「未定」
11月14日  地区ロータリー財団委員長
  中村哲郎氏（金沢RC）
  「未定」
11月21日  日本経済新聞社金沢支局長　鉄村和之氏

■ おめでとう（敬称略）
◎ 9 月お誕生日祝

大倉　　彰　9.  5  米沢　　寛　9.  9
小池田康成　9.10  宮本　亮一　9.10
 星　　忠利　9.18  水上　誠子　9.20
 山本　晴一　9.20  木屋　満晶　9.28
高多　倫正　9.30

◎ 9 月ご結婚記念日祝
 野村　圭作　9.  6  星　　和浩　9.12
大島　国雄　9.25  安達　　洋　9.27
粟森　昌哉　9.28 

 ㈱アスナルコーポレーション代表取締役社長

小
お や ま

山　英
え い じ

治

　金沢東ロータリークラブの皆様、
この度入会承認されました、アス
ナルコーポレーションの小山英治
です。
　弊社は、金沢市本社の東洋設
計、エオネックス、利水社の持ち株
会社です。3社の強みや基盤を活か

したグループシナジーの発揮や、全国で通用する技術は、
親会社の国際航業や、日本アジアグループを活用し、3社
の成長やアスナルグループの企業増加を目的に運営して
います。
　私は、1988年に国際航業に入社、建設コンサルタント
（技術士）として、仙台、東京で勤務し、全国各地の公共
インフラ整備やまちづくりに関わり、群馬県の八ッ場ダム
の代替地整備や東日本大震災復興まちづくりなどにも関
わって来ました。これらの経験により、地域を豊かにす
るには、地域の経済界や住民の皆さまが中心になり、関
係する様々な方々や専門家との協働や支援に繋げること
が大切だと実感しています。
　3年前から国際航業の技術部門長と現職の兼務でした
が、この2016年4月から専任となりました。単身赴任では
ありますが、金沢に軸足を据える一環として、この度、貴
ロータリークラブに入会させて頂きました。
　ロータリアンとして学ぶところから始めたいと考えて
いますので、例会や諸活動などで皆さまとの親睦を深め
て参りたいと思います。着任し、今更ながらゴルフの重要
性を認識し、2年前から始めました。
　ご指導宜しくお願い申し上げます。
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入会挨拶

９月は基本的教育と識字率向上月間です



人類に奉仕する
ロータリー

■ニコニコBox（敬称略）
岡部（地区ガバナー）…公式訪問にまいりました。よろしくお願い

申し上げます。
石森（ガバナー補佐）…岡部ガバナーに随行してまいりました。
古瀬（地区副幹事）…公式訪問に同行させていただきました。よ

ろしくお願い申し上げます。
田中…本日、ガバナー公式訪問に合わせて、岡部ガバナー、石森

ガバナー補佐、古瀬地区副幹事をお迎えして、例会を開催
できますことを嬉しく思います。ニコニコと！！

厚見…岡部ガバナー、お忙しい中、当クラブに訪問くださいまして、
ありがとうございます。

小山…本日、入会させていただきました。今後共、ご指導よろしく
お願いします。

高多…本日、新規入会を認めていただきました。ありがとうござ
いました。どうかよろしくお願い申し上げます。

田中…本日は新しい2名の会員をお迎えできましたことを大変嬉
しく思っています。三谷産業の高多さん、アスナルコーポ
レーションの小山さん、ようこそ！この上はロータリーライ
フを思う存分楽しんで下さい。

松本浩平…小山英治さんの推薦人を務めさせていただきます。皆
様のご交誼をよろしくお願いいたします。

木村…小山会員と高多会員の入会を心より歓迎いたします。おめ
でとうございます。

中島秀雄…三谷産業の高多様を新入会員としてお迎えすること
ができました。よろしくご交誼の程、お願いいたします。

岩木…8月29日（月）に無事退院することができました。体調は
未だ万全ではありませんが、元気です。皆様にはいろいろ
お心遣いをいただきまして、誠にありがとうございました。
また、19カ年皆出席のお祝いをいただきまして、重ねて心
より厚く御礼申し上げます。今後共どうぞご指導ください
ますようよろしくお願い申し上げます。

松本浩平…9カ年皆出席表彰をいただきました。引き続き、ご指
導よろしくお願いいたします。

田中…先週の納涼例会にたくさんの会員、配偶者の方々のご出席
を賜りまして、ありがとうございました。また、親睦委員の
皆様、例会の盛り上げお疲れ様でした。楽しい会をありが
とうございました！

◆交換学生ヴィクトリアさん歓迎会
日　時：9月13日（火）　18:30〜
場　所：トラットリア「クアクア」
会　費：3,000円

◆親睦委員会打合せ
日　時：9月15日（木）　19:00〜
場　所：むさし
会　費：5,000円

◆グリーン会第1回ゴルフコンペ
日　時：9月17日（土）　8:38スタート　
場　所：片山津GC「加賀コース」

◆9月理事役員会
日　時：9月26日（月）　13:40〜　
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18Ｆ

◆副会長指名委員会
日　時：9月26日（月）　14:40〜　
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18Ｆ

◆9月親睦委員会
日　時：9月26日（月）　17:30バスにて出発
　　　　（ANAホリデイ･イン金沢スカイ1Ｆエレベーター前集合）
場　所：湯谷亭
会　費：10,000円

◆職業奉仕研修旅行
日　時：10月13日（木）〜14日（金）
場　所：大塚製薬㈱高崎工場、富岡製糸場  他
観　光：真田丸「上田城跡」、軽井沢方面
ゴルフ：軽井沢72ゴルフ「北コース」
宿　泊：ザ･プリンス軽井沢
会　費：観光組…67,000円、ゴルフ組…54,000円

◆パスト会長懇談会
日　時：10月17日（月）　18:30〜
場　所：かなざわ石亭
会　費：10,000円

◆国際ロータリー第2610地区2016-2017地区大会
日　時：10月22日（土）〜23日（日）
場　所：砺波市文化会館・砺波ロイヤルホテル
会　費：11,000円（内2,500円はクラブ負担）

◆インターアクト年次大会
日　時：10月30日（日）　10:00〜15:00
場　所：高岡商工会議所商工ビル2F「大ホール」
会　費：5,000円（クラブ負担）
出席予定者：小池田均

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

10/17㈪、10/24㈪例会は休会です

〈 9月例会メニュー 〉
12日 〈洋食〉月見ハンバーグに秋野菜を添え　シャピ二オンソースで！！
26日 〈中華〉鮭とキノコのピリ辛炒め　秋の食材と共に

谷村…先週の納涼例会に大勢の会員とパートナーの方にご参加
いただき、誠にありがとうございました。フラのアンコー
ルに応えられなかったのは、2度見ると見苦しいと思った
からです。9月26日（月）湯谷亭で鮎の9月親睦委員会です。
ご参加お待ちしております。

浅田裕久…大変賑々しい納涼例会を六角堂Grill&Barで開催して
いただき、誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げ
ます。

浅田久太…8月の納涼例会、大勢で六角堂グリル＆バーのご利用
ありがとうございました。

松木…久し振りに出席しましたので、ニコニコと。

　合計　403,900円　

❖ 9 月 5 日（月）例会報告 ❖

“ガバナー公式訪問”

■出席率報告
  8月22日 58 ／ 99　ホームクラブ　58.59%
  8月  8日 84 ／ 99　補正出席率　　84.85%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

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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