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　去る4月4日、第3回のグリーン会ゴルフコンペが、片山

津ゴルフ倶楽部「加賀コース」で開催されました。

　当日は、春らしい陽気で、桜も見ごろと絶好のゴルフ日

和となりました。春先の薄い芝や時より強く吹く風に苦

戦したラウンドとなり、多くのメンバーは思うようにスコ

アを伸ばすことが出来ませんでした。

　そんな中、転勤により今回が最後のグリーン会となっ

た市川会員が見事優勝され「最後のグリーン会で優勝で

きて何よりです。金沢東ロータリーでの2年間は大変楽し

い時間でした」と表彰式で挨拶されました。準優勝は大

島会員、ベスグロは相原会員となりました。有終の美を

飾られた市川会員、入賞された皆様おめでとうございま

した。

　今回は新型コロナウイルスの問題で多くの活動が自

粛される中での開催となりました。コロナ問題がこの先

どうなっていくかは全くわかりませんが、この記事が掲

載される頃には終息に向かっている事を願うばかりです。
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第3回グリーン会ゴルフコンペ開催

　次回は、6月20日（土）の開催となります。今年度最後

のグリーン会となりますので、多くの皆様のご参加をお

待ちしております。 （記　グリーン会部会長：木屋満晶）

≪成　績≫ OUT 　IＮ GROSS HDCP NET

■優　勝……市川　元久 45 43 88 15.6 72.4
■準優勝……大島　国雄 49 48 97 24.0 73.0
■３　位……木屋　満晶 46 46 92 18.0 74.0

≪特別賞≫
■ＢＧ賞……相原　信康　　　■水平賞……木屋　満晶
■大波賞……朝倉　宏太　　　■小波賞……大島　国雄
■ドラコン賞…………石野　一樹（№ 3、№16）
■ニアピン賞…………鍋谷　一貴（№ 4）
　　　　　　　　　　渕上　司朗（№ 7、№17）
　　　　　　　　　　石野　一樹（№12）
■優勝パートナー賞…北川　義信、石野　一樹、奥ノ坊　誠
■ＢＭパートナー賞…大島　国雄、渕上　司朗、木屋　満晶

To trust a leader, it is not necessary to 
like him. Nor is it necessary to agree 
with him. Trust is the conviction 
that the leader means what he say. 
It is a belief in something very old-
fashioned, called “integrity”
 Peter F.DRUCKER

（訳）
信頼するということは、リーダを好きになることでは
ない。常に同意できるものでもない。リーダの言う
ことが真意であると確信を持てることである、それ
は真摯さという誠に古臭いものに対する確信である。

 P.F.ドラッカー

 （選　親睦：池田佳子会員）

今月のことば

〈 例会メニュー 〉
6/  8 〈和食〉元気に再会  水無月弁当
6/15 　休会
6/22 〈洋食〉夏バテ予防  スタミナ弁当
6/29 〈中華〉少し刺激料理で体の中から発汗  ストレス解消弁当

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

６月はロータリー親睦活動月間です

❖  6 月 8 日（月）例会 ❖

■ソング
“我等の生業”
“R-O-T-A-R-Y”

■本日の卓話
  6月  8日  短縮例会

■例会卓話予定
  6月15日  休会
  6月22日  短縮例会
  6月29日  会長・幹事退任挨拶
  7月  6日  会長・幹事新任挨拶
  7月13日  臨時総会（決算・予算）
  5大奉仕委員長新任挨拶
  7月20日  休会
  7月27日  未定

■ おめでとう（敬称略）

◎4月お誕生日祝
高桑　秀治　4.  2 不室　　昭　4.  8 日根野幸子　4.  9
和田　清聡　4.  9 金子　福夫　4.14 我妻　博志　4.18
太田　光尋　4.26 根布　　寛　4.27 浅田　裕久　4.29
渡辺　数磨　4.29

◎4月ご結婚記念日祝
南　　志郎　4.  8 能登健太朗　4.10 岡田　直樹　4.17
若林　智雄　4.17 高岩　勝人　4.18 岩本　秀成　4.23
中島　秀雄　4.23 岩木　弘勝　4.28

◎5月お誕生日祝
坂本　憲一　5.  3 別川　　稔　5.  9 西川　英治　5.  9
三平　佐弓　5.11 高岩　勝人　5.11 山崎　勝治　5.11
小西　敏雄　5.12 長嶋　宏明　5.24 南　　志郎　5.25

◎5月ご結婚記念日祝
山岸　敬広　5.  1 村端　一男　5.  7 谷村庄太郎　5.  8
山城　大助　5.11 髙桑　幸一　5.14 宮本　秀夫　5.15
浅野　達也　5.18 松本　浩平　5.20 忠田　秀敏　5.23
久米　　剛　5.27

◎6月お誕生日祝
中川　　衛　6.  5 平野　利康　6.  6 岡田　直樹　6.  9
山岸　敬秀　6.12 鈴木　宗幸　6.15 相原　信康　6.20
安達　　洋　6.23 黒木　康生　6.30 谷村庄太郎　6.30

◎6月ご結婚記念日祝
中田　吉則　6.  3 小池田　均　6.  5 和田　清聡　6.  9
山崎　勝治　6.10 高桑　秀治　6.16

■ニコニコBox（敬称略）
徳野…本日は本当にご出席いただき、心から感謝申し上げ

ます。お互い健康で過ごせることに喜びを感じて、ニ
コニコと。

山本…久し振りにメンバーの皆様とお会い出来ました。ニ
コニコです。

別川…例会が再開して、皆様に会えて嬉しい限りです。
浅田久太…お誕生日祝をありがとうございました。
横山…誕生日お祝いをありがとうございました。赴任して4

年目に入ります。引き続き、よろしくお願いいたします。
竹松…3月17日の誕生日にお祝いを頂戴し、ありがとうご

ざいました。58歳になりました。
北川…今年、金婚式の結婚記念日を迎えます。
金谷…記念日のお祝いをありがとうございます。コロナに

負けず、仲良くやっていきます。まさに、本日でした。
米沢…結婚記念日のお祝いをありがとうございました。
紙谷…結婚記念のお祝いをありがとうございます。これか

らも頑張ります。
渕上…結婚記念のお祝いをいただき、ありがとうございま

した。これからも夫婦仲良くやっていきます。
石川…結婚記念日のお祝いをいただきました。ありがとう

ございます。
和田…38年皆出席の表彰をいただきました。また、出席を

続けたいと思っています。よろしくお願いします。

　合計　1,088,100円　

❖  3 月 30 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
  2月10日 54 ／ 95　ホームクラブ　56.84％
  2月  3日 82 ／ 95　補正出席率　　86.32％
　　　　　　　　　　　　　       （出席免除会員5名）

◆6月理事役員会
日　時：6月8日（月）　13：40 ～
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F

◆次年度第2回クラブ協議会
日　時：6月15日（月）　17：00 ～
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F

◆6月親睦委員会
日　時：6月16日（火）　18：30 ～
場　所：かなざわ石亭
会　費：10,000円

◆グリーン会第4回ゴルフコンペ
日　時：6月20日（土）　9：20スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」



「年男にあたり思うこと」

高桑　秀治
（昭和 23 年 4 月 2 日生）

　お蔭様で大病もせず、6回目の

年男を迎えることになりました。

これまで支えていただいた皆様に

心より厚く御礼申し上げます。

　12歳は新竪町小学校6年生（残

念ながら昨年廃校）、24歳は東京

で修行中、36歳はバブル景気でJC活動にかまけ、抵抗

の年48歳はリーマンショックで業績回復に向け走り回

り、あっという間の還暦でした。

　昭和23年生まれ、後期高齢者を前にして団塊の世代

は良くも悪くも時代の流れを象徴しているように思い

ます。

　本年は庚子（かのえね）「継承」「変化」「繁栄」が

キーワードです。更なる繁栄を目指して引き継ぐべきも

のは維持しつつ、改めるところは思い切って更新し、新

しい環境に対応すべく変革する年といえそうです。

　私が子供の頃、家にネズミが三匹いるとその家は栄

えると聞かされてきました。祖母と父がネズミ年で、今

私だけ残り、これはまずいぞと思い、当クラブの人間国

宝　中川衛先生に二匹のネズミの置物を造っていただ

き、守り神にしております。

　本年開催予定だった東京オリンピックは延期となり

ましたが、前回1964年、私は高校1年生で女子体操（銅

メダル）、サッカー（ベスト8）を観戦しました。世界状況

は混沌とし、新型コロナウイルスの感染が心配されます。

　吉兆とされる「福ネズミ」にあやかり、開運招福の年

になるよう願います。

「年男にあたり」

根布　　寛
（昭和 23 年 4 月 27 日生）

　平成23年7月に金沢東ロータ

リークラブに入会させていただき、

間もなく10年になります。この間、

多くの素晴らしい先輩諸氏にお近

付きすることができ、大変嬉しく、

例会を毎回心待ちにしています。

　私は縁あってテレビ局という、当時は時代の最先端

を走る企業に入社しました。その後も先輩方に可愛がら

れ、営業、事業、報道・制作部門などと殆んどの部署を

経験させていただき今があります。

　そして、当社は昨年創立50年、ことしは開局50周年、

半世紀という大きな節目の年を迎えました。当社は開

局当初から優秀な女性ディレクターが会社を引っ張り、

「ドキュメンタリーの石川テレビ」と言われていました。

　私も報道記者当時は忘れることのできない、大きな

取材を数多く手がけました。開局前の昭和44年に金沢

市内の中心部に航空自衛隊小松基地所属のジェット戦

闘機墜落事故。日航ジャンボ機墜落事故、雲仙普賢岳

の大噴火、能登線脱線転覆事故、オウム真理教事件、阪

神淡路大震災などをはじめ、国内外での大きな取材の

応援に何度も現地に入り、被災者目線を基本に全国へ

の放送の一部を担いました。これも今の私の大きな礎

となっています。

　テレビ業界はスマホやパソコンを筆頭に大きな変化

の渦中にありますが、先頭を走るメディアの重要性を

しっかりと受け止め、頑張ってまいる所存です。この経

験をしっかりと生かして、残り少ない仕事人生を有意義

なものとするよう努力を続けてまいります。

「団塊世代のこれから」

水上　誠子
（昭和 23 年 9 月 20 日生）

　今年6週目子年の年女を迎えま

した。

　戦後のベビーブーム 268万人の

一人です。私たちは「団塊の世代」

と呼ばれてきました。（すし詰教

室）（受験戦争）（学生運動）等の

学生時代を乗り越えて（結婚ブーム）（第2次ベビーブー

ム）を作り、（団地）（ニュータウン）（マイホーム）へと

急速に核家族化が進んだ時代の先頭でした。そして今

（定年問題）（年金問題）（医療保障問題）と多くの問

題の根源のように肩身の狭い思いの今日この頃です。

　さて、今年弊社は創業75年目を迎えます。2代目の主

人が52歳で亡くなり丁度20年、ダートコーヒー（株）の

バトンが私から息子の手に渡り、激動の荒波を頑張っ

ています。主人はJC活動を通して同じ年の山岸様、高

桑様と親しくして頂き、根布様とは高校の同窓生という

御縁でした。私が今金沢東ロータリークラブに在籍さ

せて頂いているのも主人のご縁によるものでした。

　戦後育ちの私たちは物の無い生活から物の溢れる生

活の両方を知っています。戦前の日本の文化と戦後の

欧米化した文化の両方を体験してきました。これらの

事は多様化の時代とも重なり、自然体に融合されて神

道も、仏教も、キリスト教も行事の中に存在し、心がけ

の基礎となっています。先祖に感謝し、家族を大切にし、

国家の安寧と世界平和を願う気持と共にロータリーの

奉仕の活動にも協力していきたいと思っています。

　これからの10年20年？もしかしたら100歳まで生き

る？としたら、どのように生きてゆくのかわかりません

が、元気なふりをして老害的影響の数々があるかも知

れません。

　老いていくことは仕方のない事ですが、元気である限

り、一生懸命1日を重ね、朗らかに、ゆっくり、人生をか

みしめたいと思います。

　皆様のご指導ご鞭撻の程宜しくお願い致します。

「年男にあたり思うこと」

二木　克明
（昭和 35 年 11 月 23 日生）

　正月早々世間を驚かせたのは、

日産の元会長で保釈中だった被告

人の逃走事件です。

　保釈中の人の逃走事件は、以前

から普通にあります。私が大阪で

検事をしていた時も、10年以上も

逃げ続けている被告人がおりました。

　この逃走により、保釈が取消となり、保証金15億円

が全額没収されることになりました。日本では史上最

高額です。

　これから裁判はどうなるのか。事件が時効にかかっ

てしまうのではないか、と懸念する人もあるかもしれま

せんが、事件が時効にかかるのは、まだ起訴されていな

い人の場合です。本件のように、既に起訴されている場

合は、裁判が停止されるだけで、終わる訳ではありませ

ん。裁判所も検察庁も、被告人が帰ってくるのを気長に

待つ、ということになります。

　逃走の過程でいろいろな罪を犯しておりますので、複

数の罪状で国際手配されているお尋ね者であることに

間違いありません。ですから、以前のように、世界中を

飛び回って自由な経済活動をすることは無理です。仮

に身柄の引渡がされないとしても、ひたすらレバノンで

じっとしているしかない、ということになるでしょう。そ

れを思うと、偉大な業績を残した人ではありますが、ま

さしく、人生は山あり谷ありだな、と感じました。

　これを反面教師とし、ネズミ年らしく、順境におごら

ず、逆境に負けない適応力を持って、明るく前進したいと

思っております。今年も、どうぞよろしくお願い致します。

※ 新型コロナウイルス感染防止による休会が続き、会

報掲載が遅れましたことをお詫びいたします。
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年男・年女所感


