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た。「人間は「志」と「心」も大事だよ。」と言ってくれた。

ありがとう。

「年女にあたり思うこと」

三平  佐弓
（昭和 34 年 5 月 11 日生）

　遠い先に思えた還暦。まさか自

分が還暦を迎える日がこんなに早

く来るなんて！驚きです。でも気持

ちはいつもティーンのときのまま

です。（笑）

　30代までは子供の成長と共に

あっという間に月日が流れ、40代

からは、自分の身につくものを、とそれこそ『猪突猛進』

で、いろいろな学びの場に身を置き、勉強している間に

さらに時の流れがスピードアップした感があります。

　医療事務に始まり、簿記検定、レントゲン技師、保健

学修士、加圧インストラクター、ヨーガインストラクター、

ピラティスインストラクター、最近では分子栄養学には

まっています。今年からはそれらの技術や知識を集約し、

統合して少しでも、クリニックや、健康に年を重ねたいと

願っている多くの方々のために貢献したいと思っており

ます。

　それから、自分の健康のために、生涯スポーツとして、

昨年から乗馬を始めました。また、道具を買うだけで満

足していたゴルフにもボチボチ挑戦したいと思っており

ます。どうかまたご指導のほどよろしくお願いいたしま

す。健康で素敵な70代になるのが目下の夢です。

　目指せ、生涯健脚！生涯現役！！

「年男にちなんで」

松木  浩一
（昭和 22 年 2 月 2 日生）

　72歳の年男、還暦から早くも

12年が経過してしまった。この機

会にしばし自分のこれからのミッ

ションを考えてみることにしまし

た。

　ミッション、役割を検討するう

えでよく話題に上がってくるのが

CSR、社会的責任論です。社会的な価値を高めるため

にどんな責任をどの程度負えばよいのか、が検討課題

となって来ます。とはいってもこの行動が社会的にどれ

だけの価値を生み出しているのかの判断は、数値化し

難い側面もありなかなか難しい。そのため自分の経済

価値創造に力を入れるあまり社会的責任が疎かになっ

て、存続が危ぶまれるケ－スも見受けられるのは残念な

ことです。そこで社会的価値と経済価値を二軸として行

動を考えていこうというのがCSVの概念ですが、これ

は社会的価値と経済価値の両方を高めるべく行動すべ

きでどちらか一方では存続が厳しいというものです。し

かしこの社会的価値創造の定義づけについては国、地

域、性別、年齢構成等により異なることが予想され、し

かもその変化のスピ－ドも速い。どのように経済価値創

造とリンクさせることができるかが思案のしどころで、

ここから自分のミッションが生まれると思っています。

　傍らの２匹の愛犬に「お前どう思うか。」と訊いてみ
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年男・年女所感②



〈 例会メニュー 〉
2/25〈和食〉新春を呼び込む菜飯定食

た。まだまだ複雑な気持ちですが、一日一生の思い
で精進して参ります。

三井正哉…2月14日は過ぎてしまいましたが、本日、「バレ
ンタイン・ジャンボ」の特設売り場を設けています。
3億円獲得を目指しましょう！

柳内…お誕生日のお祝いをいただき、ありがとうございま
す。56歳なので、まだまだ頑張ります。

石川…2月18日、今日が誕生日です。お祝いをいただき、あ
りがとうございます。

長渡…お誕生日プレゼントをありがとうございます。年男
の誕生日、思いも新たに頑張っていきたいと思いま
す。これからもよろしくお願いします。

鍋谷…誕生日のお祝いをありがとうございます。今年、年男
で、猪らしく前へ進む1年とします。今後ともよろしく
お願いいたします。

岩本…誕生日のお祝いをいただき、ありがとうございます。
奥ノ坊…結婚記念日のお花をありがとうございました。単

身が長いですが、それも円満の秘訣のようです。
小西…この度は結婚記念日祝に素晴らしいお花をいただき

ましたこと、心より御礼申し上げます。結婚生活16年、
お蔭様で円満に過ごしております。届いたお花を東
京に持ち帰り、妻が大変感激しておりました。

鍋谷…結婚記念日のお花、ありがとうございます。特別な
結婚20年目を迎えることができました。これからも
夫婦仲良くしていきます！

　合計　1,103,349円　

❖  2 月 18 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
  1月28日 55 ／ 103　ホームクラブ　53.40％
  1月21日 81 ／ 103　補正出席率　　78.64％
　　　　　　　　　　　　　   （出席免除会員6名）

◆交換学生Jovian君歓迎会
日　時：2月25日（月）　18:30〜
場　所：肉肉
会　費：4,000円

◆ロータリー情報委員会（新会員研修会）
日　時：3月4日（月）　11:30〜12:30
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ 18F
出席予定者：山瀬、山城、中田、石野、鈴木宗幸、岩本、大島淳光、鷺

◆金沢南RC創立50周年記念講演会
日　時：3月5日（火）　15:30〜16:45 
場　所：ホテル日航金沢　3F「孔雀の間」
講演会：「箱根駅伝から学ぶ人材育成と組織作り」

　　　　青山学院大学　陸上部監督　原
はら

　晋
すすむ

氏

◆金沢南RC創立50周年記念例会・祝宴
日　時：3月5日（火）　17:00〜
場　所：ホテル日航金沢
出席予定者：中田、石野

◆クラブ社会奉仕委員長会議
日　時：3月9日（土）　10:00〜12:00
場　所：石川県地場産業振興センター新館5F「第12研修室」
出席予定者：松本浩平

◆会長エレクト研修センター（PETS）
日　時：3月17日（日）　14:00〜19:30
場　所：金沢ニューグランドホテル　4F・5F
会　費：10,000円（クラブ負担）
出席予定者：徳野、中田

❖  2 月 25 日（月）例会 ❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
 2 月25日  金沢文化スポーツコミッション代表　 平

たいら

　八
はちろう

郎氏
  「金沢文化スポーツコミッションとは」

■例会卓話予定
 3 月  4日  富士ゼロックス北陸㈱代表取締役社長
  渕

ふちがみしろう

上司朗氏（金沢東RC）
  「AI・IoT時代に富士ゼロックスが提唱する
     Smart Work Innovation」
 3 月11日  アイパブリッシング㈱代表取締役社長
  福

ふくしまけんいちろう

島健一郎氏
  「テクノロジーによる新しい市民社会の構築」
 3 月18日  ㈱イマージュ代表取締役社長　鈴

すずきかずてる

木一輝氏
  「未定」
 3 月25日  石川ミリオンスターズ監督　武

た け だ

田　 勝
まさる

氏
  「未定」

■おめでとう（敬称略）
◎ 1 月年間皆出席祝

37ヵ年 　和田　清聡  24ヵ年　髙桑　幸一
  5ヵ年　木藤衣妃子

■ ニコニコ Box（敬称略）
宮本亮一…去る2月2日、金沢東ローターアクトクラブ45周

年記念式典に多くのメンバーにご参加いただき、あり
がとうございました。また、ローターアクトメンバー
の皆様、早くから準備をいただき、当日は大成功
だったと思います。ご苦労様でした。

野村…早いもので、亡き妻の1周忌を終えることができまし

会務報告

2月は平和と紛争予防/紛争解決月間です

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

Smile, Sing a Song
Smile and the world smiles with you,

Sing a song.
Don't be weary, Just be cheery all day

long.
Whenever your trials, Your troubles and

your care
Seem to be more than you can really bear
Smile and the world smiles with you,

Sing a song.


