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 岡三証券㈱金沢支店長

奥
おくのぼう

ノ坊 誠
まこと

　2016年11月1日付で岡三証券
㈱金沢支店支店長を拝命し、先代
支店長であった天野の後を引き継
ぎ、この度「金沢東ロータリークラ
ブ」へ入会させていただくこととな
りました「奥ノ坊　誠」と申します。
ロータリアンとして微力ながら貢

献してまいりたいと考えておりますので、何卒ご指導ご鞭
撻の程よろしくお願い申し上げます。
　生まれは1962年8月15日の寅年であります。幼少期を
大阪で育ち、その後三重に移り、学生時代は名古屋、就
職後は東京虎の門、東京大森、千葉、鈴鹿、名古屋、浜松、
神戸、伊勢、東京日本橋と転勤し、今回金沢に赴任してま
いりました。現在、単身赴任の身であり、家族（母、妻、長
女、長男）は三重県鈴鹿市に在住しております。私にとっ
て金沢は初めての地であり期待に胸を膨らませていると
ころでございますが、特に酒どころであることは誠に喜ば
しいことであり、すでにその美味なる誘惑に日々誘われ
ているところでございます。趣味としましては少々ギター
を弾きます。と申しましてもクラッシックのような高尚な
ものでなく「おやじバンド」のギタリストといったところ
です。ゴルフはいつまでたってもハーフ50が切れません。
　おかげさまで「岡三証券㈱金沢支店」は、今年開設15
周年を迎えることとなりました。これも皆様のご支援の
賜物であり、厚く御礼申し上げます。
　今後とも、より一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、お
願い申し上げます。
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入会挨拶

「還暦年頭所感」

向
む か い

井  健
た け お

夫
（昭和 32 年 10 月 14 日生）

　昭和32年生まれの酉年、還暦
です。平均寿命が80を越え、高齢
者の定義が75歳以上となりそう
な中で、私が年末に思っていた事
は「60歳はただの通過点でしか

ないな」と。でも年が明けるとやはり気分がリセットさ
れたのでしょうか、還暦の意味である干支の一巡を考
えました。一周回って戻りまた新たな一周に進むという
ことは、輪のように巡るので「環」でもいいかもしれな
いし、自分の歴史が回る意味では「歴」でもいいかもし
れない。などと下らない事を思いつつ、二周目に挑戦で
しょうかね。
　わたしは還暦を迎えた新年に、会社の年頭の挨拶で
偉そうにもこんな事を話しちゃいました。「今年は個人
も会社も成長しなければならない。成長とは単に大き
くなる事ではなく、いままで出来なかった事が出来る
ようになる事です。」一部ある人の受け売りですが、新
年の初頭に私はこんな事を思うのであります。生まれ
てすぐから成人式まで、成人式から初老まで、初老から
還暦まで、20年ごとを考えると各々の期間でいろいろ
な成長をしました。成人まで、成人から初老までの20
年、初老から還暦までの20年、それぞれを振り返ると、
私の中では「できなかったことが出来るようになる」は
確かにそうだなと。確かに成長したなと（体重もだよ）。
これから平均寿命の80歳を迎えるまでに何を出来るよ
うにするのか。できなくなる事の方が多くなりそうです
が、それでもやっぱり一年一年、新しい事が出来るよう
になりたい。60歳の還暦でRE　BORNして、次の一
周、次の20年でも成長したいと思う年頭でした。
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年男・年女所感②

「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



人類に奉仕する
ロータリー

区IMにて、大勢の参加をありがとうございます。大い
に語り合いましょう。

粟森…本日、例会での卓話をよろしくお願いします。クラフト
ビールの世界を楽しんでいただけたらと思っています。

浅野…今回の日米首脳会談のアメリカ・トランプ大統領の手
土産に箔一の製品が選ばれました。ありがとうござい
ます。日本の伝統産業が日米の懸け橋になることを
願っています。

谷村…親睦委員長の谷村です。先日の新春懇親例会には大
勢の方にご参加いただき、ありがとうございました。
今後も皆様に喜んでいただける様、しっかりと準備を
してまいります。本日のみふくも皆様のご参加をお待
ちしております。

浅田裕久…先週は立春節分祭で松魚亭をご利用賜り、ありが
とうございました。今年も西の綺麗どころに頑張って
いただき、楽しい会でした。厚見さん、神様にお詣りす
る作法を会員の方々に教えてください。お願いいたし
ます。

柳内…お誕生日のお祝いをありがとうございます。54歳とな
りましたが、最近、あちこち痛くなってきました。

井上…お誕生日のお祝いをいただきまして、ありがとうござ
います。四捨五入で還暦になります。取り敢えずは心
の準備をしておきます。

川杉…まさに今日、2月13日が誕生日で、素敵な誕生日プレ
ゼントをいただき、ありがとうございます。年男でもあ
りますので、良い1年にすべく頑張ります。

厚見…誕生日のお祝いをありがとうございます。いつの間に
か、こんな年齢になってしまいましたが、まだまだ成
長が足りないなと思っております。今後ともよろしく
お願いいたします。

　合計　1,102,545円　

❖  2 月 13 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 1 月30日   63 ／ 103　ホームクラブ　61.17%
 1 月23日   83 ／ 103　補正出席率　　80.58%
　　　　　　　　　　　　　  （出席免除会員2名）

〈 例会メニュー 〉
2月20日 〈和食〉如月定食、春の香り
2月27日 〈中華〉あったまるピリ辛、四川料理をメインに

❖  2 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
 2 月20日  金沢美術工芸大学理事長・学長　前

ま え だ

田昌
まさひこ

彦氏
  「これからの美大について」

■例会卓話予定
 2 月27日  金工作家・重要無形文化財保持者（人間国宝）
  中

なかがわ

川　 衛
まもる

氏（金沢東RC）
  「加賀象嵌について」
 3 月  6日  日本銀行金沢支店長　小

お ざ わ

澤浩
こうたろう

太郎氏（金沢RC）
  「日本銀行の機能と役割について」
 3 月13日  三谷産業㈱常勤監査役　高

た か た

多倫
みちまさ

正氏（金沢東RC）
  「明るい野球」
 3 月27日  ㈱みずほ銀行金沢支店長　大

おおいし

石 泰
やすまさ

正氏（金沢東RC）
  「マイナス金利が与える私たちの身近な影響」
 4 月  3日  認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ
  代表　松

まつなか

中　権
ごん

氏（元ロータリー財団奨学生）
 4 月10日  春の特別例会
 4 月17日  金沢東ローターアクトクラブ会長　杉

す ぎ の け ん じ

野健二君

■ニコニコBox（敬称略）
高作（横浜南RC）…輪島のハイディ・ワイナリーの高作でご

ざいます。よろしくお願いします。
石森（石川第1分区Aガバナー補佐）…3月26日、石川第1分

◆会長エレクト研修セミナー（PETS）
日　時：3月12日（日）　13:30〜19:30
場　所： ゆのくに天祥
会　費：10,000円（クラブ負担）
出席予定者：高桑幸一、厚見

◆石川第１分区IM（Intercity Meeting）
日　時：3月26日（日）　13:30〜18:00
場　所： ホテル日航金沢　4F「鶴の間」
会　費：7,500円（クラブ負担）
出席予定者：田中、木村、厚見、中田、徳野、井上、奥ノ坊、
　　　　高多、増田、粟森

◆金沢8RC新旧合同幹事会
日　時：3月28日（火）　13:40〜
場　所： ANAクラウンプラザホテル金沢
出席予定者：木村、山本

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

書き損じハガキを回収しています。

   
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.


