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ヤマカ水産㈱代表取締役社長
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　この度、金沢東ロータリークラ

ブに入会させて頂きます、ヤマカ

水産㈱　紙谷 一成です。どうぞ宜

しくお願い申し上げます。

　貴クラブと私のご縁は1988

年、交換留学生としてアメリカ　

ニューヨーク州　ロチェスターへ

派遣して頂いたときに遡ります。その当時、菱機工業㈱

　北川 晶夫様には大変お世話になりました。

　振り返りますと貴クラブから頂いた貴重な経験は今

日、私の掛け替えのないものとなり、その後の人生に大

きな影響を与え続けています。当時、ホストファミリー

に無謀と言われましたが、アメリカンフットボールに挑

戦し、帰国後は大学でプレーすることになりました。満

身創痍の体になりましたが、アメリカの国技を体験させ

て頂き、アメリカ的思考に触れることができました。ま

た、語学力が少しついたお陰で世界に飛び出す勇気が

湧き、ヨーロッパ、アフリカを旅行し、見聞を広めるこ

とができました。皆様から素晴らしい機会を頂き、心

から感謝しております。大学卒業後は東京築地市場の

マグロの仲買に就職し、3年間、マグロの基本的な知識

を学びました。その後、金沢に帰郷しヤマカ水産に入社。

専務取締役を経て、9年前に結婚を機に代表取締役社長

に就任、今日に至っております。

　社長に就任して10年近く経っても自分の未熟さを痛

感する毎日であります。皆様との交流を通して経済人と

して、社会に尽くす人として成長できればと思っており

ます。何卒、宜しくお願い申し上げます。

㈱絹川商事専務取締役

絹
きぬかわ
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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くことに

なりました、株式会社絹川商事　

絹川善隆と申します。会員の皆様

どうぞ宜しくお願いいたします。 

　私の会社は、金沢市・野々市市

を中心に、不動産と建設業を柱として事業活動をしてお

ります。当社は社訓に「人間は健康にして自己の仕事を

通して社会に貢献し、勇気と根性をもって人生行路を楽

しく愉快に生きていくものなり」と掲げております。私

たちは、豊かな気持ちで住まいのお手伝いをさせてい

ただき、人と暮らしを大切にできる企業でありたいと考

えています。住まいとは、人の住みかであり、人が生活

を行う家であります。不動産・建設業を通してお客様を

第一に考え、人々に安定的な豊かな暮らしを提供し、地

域に貢献する企業でありたいと考え、日々活動させてい

ただいております。ロータリー活動も地域に奉仕すると

いう点では考え方が同じだと思い、私でも少しでも地域

に対して奉仕ができればと思っております。また、ロー

タリー活動を通じてネットワークを広げ、違う職種の方

との親睦を深めることで、人間としても幅を広げて成長

していく良い機会となっていけますよう勉強をさせてい

ただこうと思っております。

　伝統と歴史のあるロータリークラブへの入会にあた

り、私のような若輩者に務まるのかどうか、不安でいっ

ぱいでありますが、微力ながらロータリアンに相応しい

活動貢献ができるよう精一杯努力して参りたいと存じ

ます。
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入会挨拶

８月は会員増強月間です



奉仕を通じて平和を  Peace through Service

❖ 8 月 20 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
  8 月20日 米山奨学生　 劉

りゅう

　丹
たん

氏（野々市RC）
 「日本で感じたこと、学んだこと」

■例会卓話予定
  8 月27日 夏の納涼例会
  9 月  3日 RI第2610地区ガバナー　中

な か お

尾哲
て つ お

雄氏
 「ガバナー公式訪問」
  9 月10日 参議院議員　岡

お か だ

田直
な お き

樹氏（金沢東RC）
 「世界最古の憲法〜動き出した改正〜」
  9 月24日 ㈱シグ・ワークショップ
 代表取締役社長　吉

よ し だ

田茂
し げ お

雄氏
 「ちょっとお洒落なデザイン鉄工所が作った
 　ドックカート（犬用車いす）ものがたり」

■ おめでとう（敬称略）
◎７月年間皆出席祝

26 ヵ年　不室　　昭  24 ヵ年　越原　悠三
15 ヵ年　岩木　弘勝    5 ヵ年　松本　浩平
  4 ヵ年　立木　法之    4 ヵ年　徳野与志一
   1 ヵ年　臼井　紳一

■ニコニコBox（敬称略）
井上…本日の卓話をお願いいたしました日本政策金融公庫の永田直也

様に心良くお引き受けいただき、感謝しております。おまけに
謝金はご寄付いただけるとのこと、誠にありがとうございます。

木屋…格式高い金沢東ロータリークラブに入会させていただきます。
ありがとうございました。ご迷惑をおかけすることもあると思
いますが、ご指導賜ります様よろしくお願いいたします。

土橋…日本政策投資銀行の土橋と申します。この度は伝統ある金沢東

ロータリークラブへの入会をご承認賜わり、大変光栄に存じま
す。誠にありがとうございます。ロータリークラブの活動は初め
てであり、大変緊張しています。是非、皆様と親しく交流させて
いただき、またご指導賜りながら活躍して参りたいと考えてい
ます。よろしくお願い申し上げます。

山田…伝統と歴史のある金沢東ロータリークラブに入会をご承認い
ただき、誠にありがとうございます。これからロータリアンとし
て奉仕の気持ちを忘れず精進していきたいと思います。

米沢…新会員として山田、土橋、木屋さんをお迎えしました。心より
歓迎申し上げます。

浅田…山田、土橋、木屋様の新入会を心より歓迎いたします。
松尾…縁あって、元気な木村さんと共に木屋君の推薦人となり、皆さ

んのご賛成で新会員に迎えることが出来ました。此の上は一日
も早く親睦、奉仕に活躍されるよう期待しております。

小池田康秀…本日は山田さん、土橋さん、木屋さんのご入会を心より
歓迎いたします。また、先週は5ヵ年皆出席顕彰をありがとうご
ざいました。新年度早々、有言不実行で本当に申し訳ありませ
ん。改めて皆出席を目指します。

徳野…東京海上日動火災保険㈱の山田新支店長の入会をお祝い申し
上げます。ロータリークラブを通じて、楽しい金沢ライフを過ご
してください。

竹松…山田秀一さん、土橋二郎さんを新会員に推薦申し上げましたと
ころ、入会をご承認賜わり、ありがとうございました。それぞれ
当クラブの会員に相応しいお人柄の紳士ですので、ご厚誼の程
よろしくお願いいたします。

木村…木屋さんの入会を心より歓迎いたします。
金谷…誕生日のお祝をありがとうございます。今年も暑い日が続きま

すが、バテないように頑張ります。
久田…先週の例会にて再入会5ヵ年皆出席顕彰を受けました。皆様の

ご厚意に感謝しつつ、出来るだけ長く出席させていただきます。
永田…卓話ゲストより。

累計　229,050円

❖ 8 月 6 日（月）例会報告❖

■出席率報告
 7 月23日 53 ／ 89　ホームクラブ　59.55％
 7 月  9日 82 ／ 89　補正出席率　　92.13％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員3名）

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

〈 8月例会メニュー 〉
 8月20日 〈中華〉海鮮入り特製十目冷麺
8月27日　夏の納涼例会（金沢国際ホテル）

◆夏の納涼例会
日　時：8月27日（月） 18:30〜
場　所：金沢国際ホテル「N36.5」プールサイド
会　費：会員･･･8,000円　配偶者･･･6,000円
※8/27（月）昼の例会はありません。

◆ガバナー公式訪問会長幹事懇談会
日　時：9月3日（月） 11:30〜12:00
場　所：金沢スカイホテル18F
出席予定者：山岸、米沢、半田、小池田康秀、鏑木

◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日　時：9月10日（月） 11:30〜12:30
場　所：金沢スカイホテル18F
出席予定者：澤木、杖村、浅田、米沢、小池田康秀、根布、久内

◆グリーン会ゴルフコンペ
日　時：9月29日（土） 10:37スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」

◆指導者育成セミナー・地区大会本会議Ⅰ
日　時：11月10日（土） 13:00〜14:50
場　所：富山国際会議場
出席対象者：会長、幹事、次期会長、次期幹事、
　　　　５大奉仕委員長、地区役員

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

   
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.


