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 日本ユニシス㈱北陸支店長

横
よこやま

山  秀
ひ で お

雄

　このたびは、60年の歴史と伝統

のある金沢東ロータリークラブへ

の入会のご承認を頂きまして、あり

がとうございます。

　日本ユニシス株式会社北陸支店

の横山秀雄と申します。

　昭和38年3月に、現在は、ユニ

バーサルスタジオジャパン（USJ）があります大阪市此

花区で生まれました。当時は、阪神工業地帯の工場が集

積された地域でした。奈良県立郡山高校、関西大学法学

部を経て、昭和60年4月にバロース株式会社（現在、日本

ユニシス）へ入社し、営業としてハード・ソフトウェアの販

売を中心に、農協、自治体、製造・流通業のお客様を担当

させて頂き、その殆どを大阪にて勤務しておりました。本

年4月に2度目の転勤にて、担当地域が北陸3県の北陸支

店（金沢市）に着任致しました。

　現在は、様々な業種・業態のお客様といろんな場を創

造し、サービスを繋いで新たなビジネスシーンを創出する

活動へ、弊社の会社の役割も大きく変化してきておりま

す。金沢をはじめ北陸では、地域全体で更なる価値向上・

活性化に力強く取組んでおられます。あらゆるものがイ

ンターネットに繋がり、膨大なデータがやりとりされ、ダ

イナミックな発想とスピードで、誰もがビジネスシーン創

出、社会貢献ができる時代です。地域の方々とそのよう

な事にチャレンジさせて頂き、仕事・ロータリークラブを

通じて、少しでも貢献ができるよう活動してまいりますの

で、ご指導ご鞭撻賜りますようお願い申し上げます。
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入会挨拶
❖  10 月 23 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
10月23日  WOMENS FITNESS H&B
  ホットヨガ店長　吉

よ し だ ゆ う こ

田優子氏
  「ヨガと健康」

■例会卓話予定
10月29日  国際ロータリー第2610地区大会
  （加賀市文化会館・ホテルアローレ）
11月  6日  三井住友信託銀行㈱金沢支店兼金沢中央支店長
  三

み つ い せ い じ

井誠司氏（金沢東RC）
  「ロータリークラブと三井住友信託銀行」
11月13日  協会けんぽ　石川支部長　横

よこもと

本　 篤
あつし

氏
  「協会けんぽと『健康経営』のお勧めについて」
11月20日  北國銀行　ハンドボール部
  「Honey Bee」監督　荷

に か わ ど り

川取義
よしひろ

浩氏
  「未定」
11月27日  未定
12月 4日  未定
12月11日  年忘れ家族例会
12月18日  西日本旅客鉄道㈱金沢支社長
  児

こ じ ま

島邦
くにまさ

昌氏（金沢西RC）
  「未定」
12月25日  休会

■おめでとう（敬称略）
◎９月年間皆出席祝

 29ヵ年 若林　智雄 16ヵ年 鏑木　基由
 14ヵ年 田中　和彦 6ヵ年 山崎　勝治

■ ニコニコ Box（敬称略）
山本（白山石川RC）…本日のプログラムに米山奨学生ガザ

ン君の卓話を入れていただき、ありがとうございまし
た。白山石川RCを今後共ご指導お願いします。

厚見…先週の長崎の研修旅行は、お天気にも恵まれ、楽し
い2日間でした。小池田康秀委員長、野村副委員長、
ありがとうございました。

小池田康秀…先週は職業奉仕委員会の長崎研修旅行にたく
さんの方にご参加いただき、ありがとうございました。

会務報告



お蔭様で、大変有意義な旅行になりました。感謝！
野村…10/7～8の職業奉仕研修旅行ではお疲れ様でした。

また、ありがとうございました。皆様のご協力とご理
解のお蔭で無事、終えることができました。あらため
て、御礼申し上げます。

向井…先週の職業奉仕研修旅行はとても楽しく過ごさせて
いただき、ありがとうございました。最初の糖質攻め
ランチに始まり、迫力ある「長崎くんち」を十分に満
喫いたしました。2日目のゴルフ組として7名中の優
勝もいただき、ラッキーなことです。帰宅翌日の提示
体重測定では＋600gとなりましたが、2日後には元
へ戻ったことをご報告しておきます。

北川…73回目の誕生日を迎えました。あと何年…？と数え
る年齢になりました。頑張ります。

向井…満60歳の誕生日を迎えました。クラブからのお祝い
をありがとうございます。還暦ということで、誕生日
当日は横浜に就職している長男家族と次男、金沢に
残っている長女家族、それと孫3人全員集まってくれ
て、祝ってもらいました。幸せなことです。至らぬ親
父ですが、子供たちはしっかりしてきたことを実感し
ています。

中田…誕生日のお祝をありがとうございます。今年は何だ
かケーキを食べる機会が多くて太ります。

利光…ついに還暦となりました。持病の進行に気をつけて、
1年1年頑張ります。

小池田康秀…誕生日お祝いをありがとうございます。あと4
年で還暦です。元気で頑張ります。

飯沼…誕生日のお祝をありがとうございます。これから
益々精進してまいります。ニコニコと。

◆10月親睦委員会
日　時：10月24日（火）　18:30～　
場　所：千取寿司
会　費：10,000円

◆歴代会長懇談会
日　時：10月25日（水）　18:30～　
場　所：石亭
会　費：10,000円

◆国際ロータリー第2610地区大会
◎記念ゴルフ大会【先着120名】
　10月27日（金）8：00スタート　片山津GC「加賀コース」
　参加費（プレイ代・参加費・懇親会費含）
　　メンバー：17,000円　ビジター：20,000円
　　懇親会のみ：5,000円
◎地区大会１日目（10月28日土）
　13:00～14:25　指導者育成セミナー 加賀市文化会館
　14:45～17:00　本会議Ⅰ 加賀市文化会館
　　出席対象者：会長、幹事、次期会長、次期幹事、
　　　　　　　　5大奉仕委員長、G補佐
　18:00～20:00　RI会長代理ご夫妻歓迎夕食会
 ゆのくに天祥
　　出席対象者：会長、幹事、ガバナー補佐

（別途登録料12,000円）
◎地区大会２日目（10月29日日）
　12:20～17:30　本会議Ⅱ・記念講演 加賀市文化会館
　18:30～20:00　大懇親会 ホテルアローレ
　　出席対象者：全会員、ご家族

大会登録料：会　員11,000円（内クラブ負担2,500円）
　　　　　　ご家族  8,000円

◆グリーン会第２回ゴルフコンペ
日　時：11月11日（土）　7:42スタート　
場　所：片山津GC「加賀コース」

〈 10月例会メニュー 〉
23日 〈中華〉秋の味覚をふんだんに使ったメニュー

10月は経済と地域社会の発展月間･
米山月間です

10/30㈪例会は休会です

   
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.

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

木屋…結婚記念日に綺麗なお花をいただき、ありがとうご
ざいました。

根布…結婚記念日のお花をいただきました。何年になるの
か、計算が難しい歳になりました。

安達…結婚記念日に美しいお花をいただき、ありがとうご
ざいました。

柳内…結婚記念日のお祝いをいただきました。4月から子
供の学校の関係で単身となりましたので、綺麗なお花
は会社の事務所内で飾らせていただきました。あり
がとうございます。ゴルフも頑張ります。

徳野…結婚記念日の花、妻がいつも喜んでいます。ありがと
うございました。

藤弥…10月11日、18回目の結婚記念日を迎えました。これ
からも夫婦仲良く過ごしていきたいと思います。息子
が留学中のため、二人きりの時間をどう過ごすか…。
これも良い機会ととらえて頑張ります。ありがとうご
ざいました。

野村…母の葬儀に際し、たくさんの方にお参りいただき、あ
りがとうございました。心より御礼申し上げます。

　合計　591,700円　

❖  10 月 16 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 9 月25日 50 ／ 97 ホームクラブ　51.55%
 9 月11日 83 ／ 97 補正出席率　　85.57%
　　　　　　　　　　　　　     （出席免除会員5名）


