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富士ゼロックス北陸㈱代表取締役社長

成
なるしま

島　 孝
たかし

　はじめまして。富士ゼロックス北
陸の成島と申します。既に弊社：立
木の後任として今年の4月1日から
金沢に赴任しております。
　この度【金沢東ロータリークラ
ブ】に入会させて頂くことになりま
したので宜しくお願い致します。
　出身地は生まれも育ちも東京で、

何故か今まで転勤もなく30年間東京＆神奈川県下の事
業所にずっと勤めておりました。その為家族も神奈川県
横浜市長津田というところで暮らしております。家族構
成は妻と子供二人で、上の長男は既に社会人3年生、下の
長女は大学3年生で子供の教育終了まであと一歩という
段階です。現在単身赴任中でもっぱら日々雑事に苦労し
ております。
　趣味は野球/ゴルフ/映画鑑賞です。野球については
ずっと昔は自分でプレーしたり（10年以上前の話です
が･･･）、少年野球のコーチ等をしておりましたが、今は
プレーする体型/体力/気力もなくもっぱら観戦のみです。
ずっと阪神タイガースファンで、昨年と違って今年の野球
は非常に楽しみです。（せめてこのまま秋まで維持してほ
しいなと切望しております）
　北陸のゴルフについてはまだ回数が少ないのでよくわ
かっておりませんが、東京と違って帰りの渋滞もなく快
適にプレーできるなという印象でこれからも非常に楽し
みです。
　仕事では石川/富山県の両県を担当しておりますが、把
握しなければいけないことが多々あり日々勉強中です。
ロータリークラブについても知見が乏しいのでこれから
皆様方にいろいろ教えて頂ければと思っておりますので
宜しくお願い致します。

㈱金沢名鉄丸越百貨店代表取締役社長

黒
く ろ の

野 友
ともゆき

之

生年：1956年（昭和31年）名古屋 
　市生れ（56才、179cm、71kg）
本籍：愛知県知多郡美浜町
現住所：金沢市芳斉町
勤務先：㈱金沢名鉄丸越百貨店
　　　（昨年、名古屋より赴任）
職歴：79年4月 大学卒業と同時に
名古屋鉄道㈱ 入社、名鉄レストラ

ンたがた店長（36才）、名古屋車掌区長（37才）、スイミ
ングスクール神宮前所長（41才）、博物館明治村所長（45
才）、伊良湖リゾート社長（52才）、名鉄グランドホテル総
支配人（54才）
趣味：囲碁、ジョギング、山歩き
家族構成：妻（53才）無職、愛知県豊明市在住
　　　　  長男（27才）原発勤務、茨城県東海村在住
　　　　  長女（22才）大学病院看護師、名古屋市在住
これまでの人生のターニングポイント（BIG３） 
 ・14才の時、父が急逝した事
 ・学生時代を横浜で過ごした事
 ・55才で初めて百貨店勤務になった事 
好きな食べ物：おろし大根、アボガド、焼肉、揚げ出し豆

腐、金沢に来て…岩ガキ、寒ブリ、ガスえび、甘えび、生
白子、のどぐろ

好きな言葉：「この日、この空、この私」
尊敬する人：小倉昌男、盛田昭夫、稲盛和夫、
金沢の好きな飲食店：くろ屋、ボッティガ・ディ・タカマッツォ
今、悩んでいること：社員への「訓示」がうまくできないこと
金沢で不思議なこと
①環状でないのに海環・山環と呼ぶこと
②石川県民を石川健民と書くこと

どうぞよろしくお願いいたします。
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入会挨拶

８月は会員増強月間です
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❖ 8 月 19 日（月）例会❖

“ガバナー補佐訪問”

■ソング
“それでこそロータリー”
“Sing Everyone Sing”

■本日の卓話
 8 月19日 石川第１分区Ａガバナー補佐　中

なかがわ

川哲
て つ じ

次氏
（金沢南RC）

 「能　雲
ひ ば り や ま

雀山と･･･」

■例会卓話予定
 8 月26日 夏の納涼例会（金沢国際ホテル）
 9 月  2日 国際ロータリー第2610地区ガバナー
 　湯

ゆ あ さ

浅外
と し お

志男氏（小松RC）
 「ガバナー公式訪問にあたり」
 9 月  9日 ㈱金沢名鉄丸越百貨店
 代表取締役社長　黒

く ろ の

野友
ともゆき

之氏（金沢東RC）
 「未定」
 9 月30日 大和リゾート㈱　部長　桜

さくらい

井友
ともはる

晴氏
 「能登の魅力とは何か？」
10月  6日 国際ロータリー第2610地区大会（こまつドーム）
10月21日 米山奨学生　王逸飛君（河北南RC）
 「未定」

■ おめでとう（敬称略）
◎７月年間皆出席祝

27 ヵ年　不室　　昭  25 ヵ年　越原　悠三

16 ヵ年　岩木　弘勝    6 ヵ年　松本　浩平
  5 ヵ年　徳野与志一    2 ヵ年　高屋喜久子
   1 ヵ年　木屋　満晶    1 ヵ年　土橋　二郎
   1 ヵ年　山田　秀一

■ ニコニコ Box（敬称略）
高屋…本日は山出保様を卓話の講師にお迎えすることが出来ました。感謝申し

上げ、お話を楽しみに、ニコニコと！
二木…長女が此の度、交換留学生でアメリカのニューヨーク州に行って参ること

になりました。お世話になります。無事逞しくなって帰って来ることを祈
念して、ニコニコと。

金谷…終戦記念日が誕生日なので、毎年黙祷されています。今年も平和を祈って、
良い１年でありますように。

能登…誕生日のお祝をありがとうございました。今年で48歳。もうすぐ50代で
すが、体に気を付け、頑張って行きます。

別川…16カ年間皆出席の顕彰をいただきました。皆様、家族のお蔭です。

累計　143,100円

❖ 8 月 5 日（月）例会報告❖

■出席率報告
 7 月22日 59 ／ 93　ホームクラブ　63.44％
 7 月  8日 83 ／ 93　補正出席率　　89.25％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

◆ガバナー補佐訪問会長幹事懇談会
日　時：8月19日（月）　11:40〜12:10
場　所：金沢スカイホテル18F
出席予定者：会長・会長エレクト・幹事・副幹事

◆ガバナー補佐訪問クラブ協議会
日　時：8月19日（月）　13:40〜14:40
場　所：金沢スカイホテル18F
出席予定者：会長・会長エレクト・幹事・副幹事・会計・
　　　　各委員長

◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日　時：8月26日（月）　17:30〜
場　所：金沢国際ホテル2F「羽衣の間」

◆夏の納涼例会
日　時：8月26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
※8/26昼の通常例会はございません。

◆ガバナー公式訪問会長幹事懇談会
日　時：9月2日（月）　11:30〜12:10
場　所：金沢スカイホテル18F
出席予定者：会長・会長エレクト・幹事・副幹事

◆グリーン会第１回ゴルフコンペ
日　時：9月28日（土）　9:06スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」

◆指導者育成セミナー・第2610地区大会（本会議Ⅰ）
日　時：10月5日（土）　13:00〜17:15
場　所：こまつドーム
出席対象者：会長・幹事、次期会長・幹事、5大奉仕委員長、
　　　　地区役員

◆第2610地区大会
日　時：10月6日（日）　13:00〜17:40「本会議Ⅱ・記念講演」
　　　　　　　　　　　18:00〜19:30「大懇親会」
場　所：こまつドーム
会　費：11,000円（内2,000円はクラブ負担）
出席対象者：全会員
※10/7（月）昼の通常例会はございません。

◆職業奉仕研修旅行
と　き：10月15日（火）〜16日（水）
見　学：国会議事堂・首相官邸
観　劇：歌舞伎座「錦秋十月大歌舞伎」
宿　泊：東京ステーションホテル
会　費：99,000円

〈 8月例会メニュー〉
19日 〈中華〉鳳凰特製 海鮮冷麺
26日　夏の納涼例会

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

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

   
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.

8 月理事役員会報告（8月5日）

1．新会員候補者の件…承認。全会員へ通知する。

・中島淳一氏･･･三井住友信託銀行㈱金沢中央支店長
  （職業分類：信託銀行　推薦：杖村修司、別川　稔）

2．2014〜2015年度派遣交換学生の件…承認。地区へ申請。

・大
おおしま

島咲
さ え こ

絵子さん･･･県立泉丘高等学校1年
　　　　　　　  （15歳、大島国雄会員お孫さん）


