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国際ロータリー第2610地区
2019-2020年度ガバナー
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【プロフィール】

職業分類 調味料製造

生年月日 1958年（昭和33年）1月11日

最終学歴 東京大学経済学部経営学科　卒業

職　　歴 
1982年 4月 株式会社 太陽神戸銀行　入行
1988年 6月 同行退社
1988年 8月 加賀味噌食品工業協業組合　入社
2004年 5月 同組合　理事長就任

ロータリー歴
1999年 6月   金沢ロータリークラブ入会
2003-2004年度 RI2610地区副幹事
2004-2005年度 RI2610地区ロータリー財団委員会委員
2005-2006年度 金沢ロータリークラブ幹事
2007-2010年度 RI2610地区ロータリー財団委員会副委員長
2010-2013年度 RI2610地区ロータリー財団委員会委員長
   　他RI2610地区委員を歴任
2017-2018年度 金沢ロータリークラブ会長
   RI2610地区ガバナーノミニー
2018-2019年度 RI2610地区ガバナーエレクト

その他役職
1996年　 国際青年会議所アジア太平洋(ASPAC)
 金沢会議実行委員長
1997年　 社団法人金沢青年会議所理事長
1998年　 国際青年会議所(JCI)副会頭
2008年 5月 石川県味噌工業協同組合理事長就任
2009年 5月 全国味噌工業協同組合連合会理事就任

2010年11月 白山商工会議所副会頭就任
2013年 5月 全国味噌工業協同組合連合会副会長就任
2018年 6月 一般社団法人石川県食品協会副会長就任
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ようこそ松本ガバナー！

㈱ NTT データ北陸
代表取締役社長
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　このたび、金沢東ロータリーク
ラブに入会させていただきました、
NTTデータ北陸の池田佳子と申し
ます。
　出身は東京で、東京生まれの東

京育ちになりますが、母は隣の富山県出身のため、小学
校のときは隣の富山までは、よく遊びにきておりました。
　こちらに来る前はNTTデータの広報部長をしており
ましたが、私が金沢赴任になると聞き、引っ越し当日か
ら海外含め友人が金沢に遊びにきております。
　金沢の良さをしっかり伝えていきたいと思います。
　高校時代にロータリークラブにて1年間ブラジルに留
学をさせていただきました。留学前から日本のロータリ
アンの皆さまに心暖かくご支援応援をいただけたこと
だけでなく、ホームシックにかかったときは日本から応
援にきていただいたこと、留学中はブラジルのガバナー
のお宅に滞在しましたが、本当の娘のように受け入れて
くださったこと、私にとって人格形成時にロータリーで
ブラジル留学という機会を与えていただき、ロータリア
ンの皆さまと接することができたことは、その後の人
生に大きな影響があったと思っております。
　いつかいただいた御恩をお返ししたいと思っていた
こともあり、このたび金沢東ロータリークラブに入るこ
とができて本当にうれしく思っております。
　金沢東ロータリークラブにて、しっかりと受けた御恩
を忘れることなく奉仕活動を行ってまいりたいと思い
ます。先輩の皆さまのご指導ご鞭撻をよろしくお願いい
たします。
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■ ニコニコ Box（敬称略）
岡田（ガバナー補佐）…本日はよろしくお願いします。
高橋（七尾RC）…本日はよろしくお願いいたします。
徳野…岡田ガバナー補佐のご来訪を心から感謝いたします。1年間、よろ

しくご指導をお願いします。
小池田康秀…本日は岡田ガバナー補佐のご来訪を心より歓迎いたします。

本日はよろしくお願いいたします。
小池田康成…誕生日のお祝いをありがとうございました。9月10日の誕生

日を元気に迎えられそうです。82歳になりました。1年1年、大切に
したいと思います。

山本…お誕生日お祝いを頂戴いたしました。ありがとうございます。
米沢…誕生日のお祝いをいただきました。ありがとうございました。
水上…お誕生日のお祝いをいただき、ありがとうございます。元気に今年

1年頑張る所存です。ご厚情の程、よろしくお願いいたします。
鷺　…誕生日のお祝いをありがとうございます。
市川…先日の結婚記念日祝に続き、月を連続してお誕生日祝をいただき、

ありがとうございます。大事に使わせていただきます。
大島国雄…今月、結婚記念日を迎え、家族とメンバーに感謝です。
安達…結婚記念日にお祝をいただき、ありがとうございます。今後も健康

に気をつけ、頑張ります。
島田…入会2カ月目ですが、早くも結婚記念日祝をいただき、ありがとう

ございました。

　合計　388,400円　

❖  9 月 9 日（月）例会報告 ❖

“ガバナー補佐訪問”
■出席率報告

  8月26日 52 ／ 104　ホームクラブ　50.00％
  8月  5日 83 ／ 104　補正出席率　　79.81％
　　　　　　　　　　　　　   （出席免除会員6名）

◆ガバナー公式訪問会長幹事懇談会
日　時：9月30日（月）　11：30 ～ 12：15
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F

◆交換学生ハナさん歓迎会
日　時：9月30日（月）　18：30 ～
場　所：戸板商店
会　費：4,000円

◆副会長指名委員会
日　時：10月7日（月）　11：30 ～
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F

◆10月理事役員会
日　時：10月7日（月）　13：40 ～
場　所：ANA ホリデイ・イン金沢スカイ18F

◆10月親睦委員会
日　時：10月15日（火）　18：30 ～
場　所：ZOWIE（ザウィー）
会　費：4,000円

◆指導者育成セミナー
日　時：11月2日（土）　15：00 ～
場　所：石川県立音楽堂

◆RI会長代理御夫妻歓迎会
日　時：11月2日（土）　18：00 ～
場　所：ホテル日航金沢
出席予定者：徳野、向井

◆国際ロータリー第2610地区2019-2020地区大会
日　時：11月3日（日）
　　　　　13：00 ～ 18：00　本会議・記念講演
　　　　　　　（於：石川県立音楽堂）
　　　　　18：30 ～　大懇親会
　　　　　　　（於：ANAクラウンプラザホテル金沢）

◆職業奉仕研修旅行
日　時：11月13日（水）～ 14日（木）
見学先：坂本八幡宮、九州国立博物館、大相撲九州場所他
会　費：お1人様 10万円（シングルユースは8千円増）

〈 例会メニュー 〉
9/30 〈中華〉旬の食材とクミン香る中国料理
10/7 〈中華〉季節野菜と四川料理
10/21 〈和食〉松茸コロッケと秋の食材～晩秋定食

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 30 日（月）例会 ❖

“ガバナー公式訪問”

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
  9月30日  第2610地区ガバナー
  松
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  「one step ahead」

■例会卓話予定
10月 7日  キリンビール㈱北陸支社長
  小
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氏（金沢東ＲＣ）
  「北陸ＰＵＢ開業プロジェクトによるＣＳＶ取り
 組みについて ～店づくり・街づくり・人づくり～」
10月21日  米山奨学生（金沢ＲＣ）
  Mozam MEHWISHさん
  「私の出身地とインド伝統医学」
10月28日  休会
11月  3日  国際ロータリー第2610地区2019-2020地区大会
  （石川県立音楽堂・ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢）
11月11日  休会
11月18日  東京海上日動火災保険㈱金沢支店長
  椿

つばき
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はら
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氏（金沢東ＲＣ）
  「未定」

■ おめでとう（敬称略）
◎8月年間皆出席祝

33ヵ年   北川　義信 13ヵ年   金谷　道憲 7ヵ年   浅田　久太
 4ヵ年   気谷　源嗣  3ヵ年   髙多　倫正

９月は基本的教育と識字率向上月間・
ロータリーの友月間です。

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.

10/28㈪、11/11㈪は休会です


