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「明るく  楽しく  心をひとつに」

2016 -2017年度  金沢東RCテーマ
会　長　田中 和彦

❖  9 月 26 日（月）例会 ❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
  9月26日  一般社団法人日本ほめる達人協会事務局
 　 横

よこやま

山美
み き

樹氏
  「『ほめる達人』という生き方」

■例会卓話予定
10月  3日  米山奨学生　黄

こうしょうしん

照津さん（河北南RC）
  「台湾の多元的文化について」
10月17日  休会
10月23日  国際ロータリー第2610地区大会
10月31日  自衛隊石川地方協力本部長　柴

し ば た

田利
としあき

明氏
  「我が国周辺空域の現状
  　〜防空識別圏と対領空侵犯措置について〜」
11月  7日  日本生命保険（相互）金沢支社長
  星

ほし

　忠
ただとし

利氏（金沢東RC）
  「未定」
11月14日  地区ロータリー財団委員長
  中

なかむら

村哲
てつろう

郎氏（金沢RC）
  「ロータリー財団100周年について」
11月21日  日本経済新聞社金沢支局長　鉄

てつむら

村和
かずゆき

之氏
  「未定」
11月28日  未定
12月  5日  ㈱北國銀行取締役営業統括部長
  中

なかむら

村和
か ず や

哉氏（金沢東RC）
  「未定」
12月12日  年忘れ家族例会
12月19日  金沢ホームケアクリニック院長　黒

く ろ せ

瀬亮
りょうた

太氏
  「未定」

12月26日  休会

 三谷産業㈱常勤監査役

高
た か た

多　倫
みちまさ

正

　私は1953年（昭和28年）徳島県

の山川町(現在は吉野川市）で開業

医の次男として生まれました。

　私が育った当時の山川町は（た

ぶん今でもそうだと思いますが）、

のどかな里山が広がる田舎の村落

でした。中学までは地元で育ちまし

たが、高校からは高知県の土佐高校に進学して野球と勉

学に明け暮れる生活を送りました。しかし、甲子園出場に

はあと一歩届きませんでした。

　1年浪人した後、慶應義塾大学に入学して、すぐさま野

球部に入部しました。当時の慶應は3連覇を成し遂げた

ばかりで強く、山下大輔さんがキャプテンを務めていまし

た。運よく何とか3年生からレギュラーの座をつかむこと

ができましたが、六大学での優勝はありませんでした。

　また、大学2年生の時に金沢でオール早慶戦がありメン

バーの一人として参加しました。この時初めて金沢を訪

れたことになります。

　大学を卒業後は住友金属に入社しました。金沢出身

の妻と結婚したのもこの年です。一般社員であり会社の

チームの野球選手でもありました。いわゆるノンプロ選

手です。監督も含めて12年間社会人野球に携わりました。

この間、都市対抗や日本選手権で何度も優勝することが

できました。そして3人の子どもにも恵まれました。引退

後は会社の仕事に没頭しましたが、49歳の時に母校の土

佐高校に呼び戻され8年間、教員兼野球部の監督を務め

ました。57歳で引退し、妻の実家のある金沢へ帰ってき

ました。現在は三谷産業で監査役を務めています。
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入会挨拶
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■ おめでとう（敬称略）
◎８月年間皆出席祝

30 ヵ年　北川　義信  10 ヵ年　金谷　道憲
  4 ヵ年　浅田　久太        4 ヵ年　澤木　範久
  1 ヵ年　気谷　源嗣 

■ニコニコBox（敬称略）
川杉…本日は卓話の機会を与えていただき、ありがとうご

ざいます。ニコニコというよりはハラハラしています
が、少しでも参考になる話が出来るよう頑張ります。

中村…当行の女子ハンドボール部が高松宮杯全国社会人選
手権で優勝、3連覇を達成しました。ちなみに私はこ
のチームのGMを務めております。次は、来年の岩
手国体で4連覇を目指します。ご声援よろしくお願い
します。

野村…本年、創業20周年を迎えることができました。人に
例えればまだ20歳ですので、これからも精進し、顧
客満足度、地域№1を目指し、取り組んでまいります。
これからもよろしくお願いいたします。

米沢…遅れましたが、先週入会された小山英治さんの推薦
人を務めさせていただきます。皆様のご交誼と友情
を賜ること、よろしくお願いします。

宮本亮一…誕生日のお祝いをいただきまして、ありがとう
ございました。小学6年の息子の学童野球最後の大
会中でして、昨日は3回戦にして春夏のチャンピオン
チームと対戦し、勝利しました。ケーキも何もない誕
生日でしたが、最高のプレゼントをもらいました。

◆9月理事役員会
日　時：9月26日（月）　13:40〜　
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18Ｆ

◆副会長指名委員会
日　時：9月26日（月）　14:40〜　
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18Ｆ

◆9月親睦委員会
日　時：9月26日（月）　17:30バスにて出発
　　　　（ANAホリデイ･イン金沢スカイ1Ｆエレベーター前集合）

場　所：湯谷亭
会　費：10,000円

◆職業奉仕研修旅行
日　時：10月13日（木）〜14日（金）
場　所：大塚製薬㈱高崎工場、富岡製糸場  他
観　光：真田丸「上田城跡」、軽井沢方面
ゴルフ：軽井沢72ゴルフ「北コース」
宿　泊：ザ･プリンス軽井沢
会　費：観光組…77,000円、ゴルフ組…64,000円

◆パスト会長懇談会
日　時：10月17日（月）　18:30〜
場　所：かなざわ石亭
会　費：10,000円

◆国際ロータリー第2610地区2016-2017地区大会
日　時：10月22日（土）〜23日（日）
場　所：砺波市文化会館・砺波ロイヤルホテル
会　費：11,000円（内2,500円はクラブ負担）

◆インターアクト年次大会
日　時：10月30日（日）　10:00〜15:00
場　所：高岡商工会議所商工ビル2F「大ホール」
会　費：5,000円（クラブ負担）
出席予定者：小池田均

◆白山石川RC 15周年例会
日　時：11月12日（土）　16:00〜
場　所：グランドホテル白山
出席予定者：田中、木村

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

10/17㈪、10/24㈪例会は休会です

〈 例会メニュー 〉
  9/26 〈中華〉鮭とキノコのピリ辛炒め　秋の食材と共に
10/  3 〈和食〉「神無月弁当」 秋のそよ風と共に
10/31 〈洋食〉秋刀魚のデュクセル詰めスパイス焼  松茸添え

小池田康成…クラブより誕生日祝をいただき、ありがとう
ございます。健康には一寸留意して頑張ります。

水上…お誕生日月を迎えました。弊社のプレゼントを頂戴
し、変わらぬご愛顧に感謝申し上げます。これから
もよろしくお願い申し上げます。

大倉…今日、誕生日です。ありがとうございます。
米沢…誕生日のお祝いをありがとうございます。前期高

齢者の仲間入りです。介護保険証が届いた時は少し
ショックでした。

野村…9月6日に28回目の結婚記念日を迎え、クラブより
記念品をいただきました。ありがとうございました。

　合計　434,700円　

❖ 9 月 12 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
  8月29日 53 ／ 99　ホームクラブ　53.54%
  8月22日 82 ／ 99　補正出席率　　82.83%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

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

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.

９月は基本的教育と識字率向上月間です


