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セコム北陸㈱代表取締役社長

白
しら

井
い

　晃
こう

仁
じ

　みなさま、初めまして。セコム北

陸株式会社の白井晃仁と申します。

　この度、歴史と伝統ある金沢東

ロータリークラブへの入会をご承

認賜り、ご推薦者様をはじめ先輩

会員の皆様に厚く御礼申し上げます。

　私は滋賀県の出身で1990年にセコム株式会社に入

社、警備員から始め、金沢とも縁の深い東京都文京区や

九州大分県での支社長、そして東京での勤務等を経て、

この6月19日付けにて赴任させていただきました。着任

して1ヶ月余り、妻と子供一人それに愛犬を東京に残し

ての生活で、まだまだ不慣れではありますが、金沢の伝

統の深さや人情の機微に触れるにつれ、身が引き締ま

ると同時に新たなる出発を自分自身でも楽しみにして

おります。

　社業に立ち返りますと、我が社は本年2月に皆様のお

かげさまで創立50周年の節目を迎えさせていただくこ

とができました。これからも地域の皆様とともに、変

わりゆく社会に「いつでも、どこでも」「誰にとっても」

「切れ目なく、ずっと」変わらぬ安心をお届けすること

を目指し、日々全力で事業に取り組んでまいる所存でご

ざいます。

　また、ロータリーの「奉仕の理想」の精神を肝に銘じ、

自己研鑽に励み、地域社会への貢献ができるよう精進

してまいります。今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、

何卒よろしくお願い申し上げます。

　渋沢栄一は日本を代表する実業家ですが、社会貢献、

事業で得た収益の社会への還元にも熱心で、こうした

精神はロータリークラブの精神と軌を一にするものと

思われます。日々の仕事に追われると、忘れがちにな

る『夢』。一方ですべての仕事のベースに大局的な目標、

夢がなければ、仕事は単なる作業となってしまい、成果

に辿り着くことはできない。日々の仕事の中で自戒の念

もこめ、このことばを思い返したいと思います。

 （記　親睦委員：長渡史将）

〈プロフィール〉
　◦1840年－1931年 
　◦幕臣から明治政府官僚を経て実業家へ 
　◦第一国立銀行（第一勧業銀行⇒みずほ銀行）、
　　東京瓦斯、東京海上火災保険、王子製紙、
　　東京急行電鉄、秩父セメント、帝国ホテル、
　　秩父鉄道、京阪電気鉄道、東京証券取引所、
　　麒麟麦酒、サッポロビール、東洋紡…
　　等多くの企業の設立に関与
　◦社会貢献活動にも熱心で日本赤十字社設立にも関与
　◦道徳経済合一説…倫理と経済の両立、富の社会還元
　◦2024年度発行予定の新一万円札の肖像
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今月のことば：渋沢栄一氏のことば

夢なき者は理想なし
理想なき者は信念なし
信念なき者は計画なし
計画なき者は実行なし
実行なき者は成果なし
成果なき者は幸福なし
故に幸福を求める者は夢なかるべからず



■ ニコニコ Box（敬称略）
木藤…先日は納涼例会に多くの方のご参加をありがとうございました。親

睦委員会メンバー一同で皆様に楽しい一時がご提供できるよう頑
張っていく所存にございます。今後ともよろしくお願いします。

徳野…先週火曜日で、無事癌の放射線治療を終えることができました。
皆様にはご心配をおかけしました。後は体力の回復だけです。頑
張ります。

高岩…先月から交換学生のハナさんが我が家に来てくれました。ハナさ
んが日本で貴重な体験が出来ますようにサポートをしてまいりま
すので、例会に来たときは優しく接してあげてください。

白川…百獣の王会50回記念ゴルフコンペのご案内です。長年にわたり続
いてきた百獣の王会ゴルフコンペが50回目を迎えます。この回を
スタートしていただいた先輩方に感謝し、50回を節目としまして
記念コンペを開催します。名古屋より先輩方もお招きしております。
10月5日（土）千羽平ゴルフクラブに、どうぞご参加ください。

髙多…1週間早過ぎたようですが、誕生日のお祝いをありがとうございま
した。今月30日で66歳になります。66歳は特段のお祝いの行事は
ないようですので、一人で静かにお祝いすることにします。

市川…お誕生日プレゼントをありがとうございました。他からは誰からも
貰えないので、嬉しい限りです。

別川…22年間皆出席顕彰をいただきました。これも妻のお蔭です。

　合計　349,600円　

❖  9 月 2 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
  8月  5日 60 ／ 104　ホームクラブ　57.69％
  7月29日 79 ／ 101　補正出席率　　78.22％
　　　　　　　　　　　　　   （出席免除会員6名）

◆ガバナー補佐訪問会長幹事懇談会
日　時：9月9日（月）　11：20 ～ 12：10
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F

◆ガバナー補佐訪問クラブ協議会
日　時：9月9日（月）　13：40 ～ 14：30
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17日（火）　18：30 ～
場　所：ソウル家
会　費：4,000円

◆グリーン会ゴルフコンペ
日　時：9月21日（土）　9：04スタート
場　所：片山津ＧＣ「加賀コース」

◆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

◆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）

❖  9 月 9 日（月）例会 ❖

“ガバナー補佐訪問”
■ソング

“我等の生業”
“R-O-T-A-R-Y”

■本日の卓話
  9月 9日  石川第1分区Ａガバナー補佐
  岡

おか

田
だ

等
ひとし

氏（河北南ＲＣ）
  「我が職業とロータリー ～学びと友情～」

■例会卓話予定
  9月30日  第2610地区ガバナー
  松

まつ

本
もと

耕
こう

作
さく

氏（金沢ＲＣ）
  「ガバナー公式訪問」
10月 7日  キリンビール㈱北陸支社長
  小

こ

西
にし

敏
とし

雄
お

氏（金沢東ＲＣ）
  「未定」
10月21日  米山奨学生（金沢ＲＣ）
  Mozam MEHWISHさん
  「未定」
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

原
はら

丈
じょう

士
じ

氏（金沢東ＲＣ）
  「未定」

■ おめでとう（敬称略）
◎9月お誕生日祝

鷺　　佳憲　9. 7 米沢　　寛　9. 9 小池田康成　9.10 
市川　元久　9.19 水上　誠子　9.20 山本　晴一　9.20
木屋　満晶　9.28 髙多　倫正　9.30

◎9月ご結婚記念日祝
山瀬真由美　9. 1 大島　国雄　9.25 島田　義展　9.25
安達　　洋　9.27

〈 例会メニュー 〉
9/9 〈和食〉秋の足音 長月定食
9/30 〈中華〉旬の食材とクミン香る中国料理

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。

R-O-T-A-R-Y
R-O-T-A-R-Y,

That  spells  Rotary,
R-O-T-A-R-Y,

is  known  on  land  and  sea;
From  North  to  South,  from  East  to  West,

He  profits  most  who  serves  the  best;
R-O-T-A-R-Y,

That  spells  Rotary.


