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国際ロータリー第2610地区
2020-2021年度ガバナー
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 氏（高岡北RC)

【プロフィール】

職業分類 金属精錬

生年月日 1955年（昭和30年）11月27日

最終学歴 愛知工業大学　卒業

職　　歴 

1978年 4月 新豆陽金属㈱　入社

1980年 4月 八塚商店福田合金所　入社

1988年 4月 八塚金属商事㈱取締役専務

2018年 4月 八塚金属商事㈱取締役会長

ロータリー歴

1989年 6月   高岡北ロータリークラブ入会

2003-2004年度 高岡北ロータリークラブ幹事

2014年 11月   第2回米山功労者

2014年 11月   第2回マルチプル・ポールハリスフェロー

2015-2016年度 高岡北ロータリークラブ会長

2016-2017年度 地区インターアクト委員

2017-2018年度 地区インターアクト委員

2018-2019年度 富山第4分区ガバナー補佐

2018-2019年度 RI2610地区ガバナーノミニー

2019-2020年度 RI2610地区ガバナーエレクト
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ようこそ八塚ガバナー！

米山奨学生
LIM JAESY

　シンガポールから参りました、リ
ン・ジェーシー(LIM JAESY)と申
します。金沢大学の人間社会環境
研究科で人文学を専攻しています。
現在は修士2年生です。

　私は子供の頃からジャニーズアイドルグループ嵐の
ファンになり、たくさんの日本のメディア、音楽や番組に
触れてきました。そのため、日本や日本文化に強く興味
を抱くようになりました。
　また、7歳から14歳までの7年間中国の上海に住み、
アメリカのインターナショナルスクールで生活を送りま
した。その結果、私は新しい環境を探索し、新しい経験
を得るということにもまた大変魅力を感じています。
　さまざまな人と関わり、世界を広げていくために、日
本で留学することを決めました。
　私の研究は、東アジアの民話にわたって共有された
シンボルやモチーフとしての「月」について探究するこ
とです。それから、一般に人間の心に共通する特徴につ
いての普遍的な理論を編み出したいと考えています。
　特に、中国神話を代表する月の女神「嫦娥」の伝説と
日本の民間伝承のかぐや姫の話は、かなりの類似点を
共有しています。その相関性から異文化間で適用可能
な理論を構築出来るように頑張りたいと思います。
　私は好奇心旺盛で、専門分野だけではなく、とにかく
理解を深めたいと感じたものは自主的に勉強します。特
に、哲学的な話や自己分析をして楽しんでいます。
　この度は、米山記念奨学生に採用していただき、誠に
ありがとうございました。これからもどうぞよろしくお
願い致します。
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米山奨学生　リンです！



真実かどうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

1.
2.
3.
4.

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

な経験をさせていただきました。お世話、ご尽力いた
だいた地区国際青少年交換委員会の中田委員長はじ
め委員の皆様、スポンサーをいただいた金沢東ロー
タリークラブの皆様に心から感謝を申し上げます。

井上…先週の金曜日（7月31日）、社会奉仕・青少年奉仕委員
会を開催させていただきました。各委員長を始め、メ
ンバー皆様のご協力で有意義な楽しい打合せをする
ことができました。内容につきましては、竹松広報委
員長が早速、会員専用HPにアップしていただいたそ
うですので、是非ご覧ください。

若林…誕生日のお祝いをいただきました。長年の皆様のご
厚情に心より感謝申し上げます。今後共よろしく。

金谷…ようやく暑い夏がやって来ました。今年の夏はいつも
の年と違った夏になりそうですが、取り敢えず、今月
誕生日を迎えて、ありがとうございます。

久米…8月誕生祝いをありがとうございます。還暦まで、あと
2年。まだまだ若い？と思って頑張ります。

島田…素敵な誕生日祝いをありがとうございます。コロナに
気を付けながら運動を続け、健康に過ごしたいと思
います。

板橋…お誕生日のお祝いをいただきました。ありがとうござ
いました。

池田…お誕生日のお祝いをいただきました。また、入会して
1年になりました。

松本明…先日、結婚記念日のお祝いをいただきました。誠に
ありがとうございます。結婚25年、銀婚式を金沢で迎
えられたこと、ロータリークラブの皆様と出会い、お
祝いいただけたこと、妻と長女3人でいられること、感
謝申し上げます。お蔭様で、妻に花を贈り、私としては
奮発したシャンパンでお祝いさせていただきました！

橋浦…結婚記念日のお祝いをありがとうございます。これか
らも仲良くニコニコと過ごしていきます。

別川…23ヵ年皆出席顕彰をいただきました。今回はダメだと
思っていたのですが、事務局に尋ねたところ、コロナ
の関係ですとのこと。コロナでも良いことがあるの
だなと思いました。

黒木…5ヵ年皆出席顕彰をいただき、ありがとうございまし
た。引き続き、よろしくお願いいたします。

渕上…2ヵ年の皆出席をいただきました。今年も頑張ります。

　合計　295,300円　

❖  8 月 3 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
  7月13日 62 ／ 98　ホームクラブ　63.27％
  7月  6日 ―／ 98　補正出席率　　―％
　　　　　　　　　　　　　       （出席免除会員3名）

〈 例会メニュー 〉
8/24 〈洋食〉夏を乗り切るガーリックスタミナステーキ弁当
8/31 〈中華〉まだまだ暑い日々 少し酸味を効かせた中華弁当

◆ガバナー公式訪問会長・幹事懇談会（WEB会議）
日　時：8月24日（月）　11：20 ～ 12：05
出席予定者：小池田康秀，大島淳光

◆8月理事役員会
日　時：8月24日（月）　13：40 ～
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ10F「白山の間」

◆金沢8RC幹事会
日　時：8月25日（火）　13：40 ～
場　所：ホテル日航金沢3F「孔雀の間」
出席予定者：大島淳光

◆グリーン会第1回ゴルフコンペ
日　時：9月12日(土)　9：20スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」

❖  8 月 24 日（月）例会 ❖

“ガバナー公式訪問”

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

■本日の卓話
  8月24日  国際ロータリー第2610地区ガバナー
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氏（高岡北ＲＣ）
  「ガバナー公式訪問」（DVDにて）

■例会卓話予定
  8月31日  ㈱日本政策投資銀行 北陸支店長
  板

いた

橋
ばし

史
ふみ

明
あき

氏（金沢東ＲＣ）
  「コロナ禍を踏まえた今後の展望」
  9月  7日  セコム北陸㈱代表取締役社長
  白
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氏（金沢東ＲＣ）
  「未定」
  9月14日  金商ライフサポート部
  部長 山

やま
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さん　副部長 中
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  顧問 小
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先生
  「㈱王座金商の活動と課題について」
  9月28日  ㈱NTTデータ北陸 代表取締役社長
  池

いけ

田
だ
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氏（金沢東ＲＣ）
  「未定」

■ ニコニコ Box（敬称略）
茂木…入会をご承認いただきまして、ありがとうございます。

今日からお世話になります。金沢東ロータリークラ
ブを通じて、地域に貢献できるよう努めてまいります。
よろしくお願い申し上げます。

小池田康秀…新会員の茂木啓一さん、ご入会おめでとうご
ざいます。心より歓迎いたします。前任の橋本さん同
様、たくさんの仲間を作っていただき、有意義なロー
タリー活動になることをお祈りしております。

水上…大和ハウス工業㈱ 茂木啓一さんの推薦人をさせてい
ただきました。よろしくお願いいたします。

冨久尾…新入会の茂木さん、ご入会おめでとうございます！
金沢東ロータリークラブでのロータリーライフを楽し
んでください。

小池田康秀…長期交換留学生としてカナダへ派遣され、こ
の5月に無事帰国された松本諒さん、本当にお疲れ様
でした。予期せぬコロナでご苦労も沢山あったと思い
ますが、この経験が必ず将来に繋がります。これから
も頑張ってください。本日の卓話、楽しみにしています。

中田…松本諒さんが無事帰国できて良かったです。コロナ禍
で満足な留学生活を送れなかったかもしれませんが、
また大学生になったら留学の機会もあると思います。

松本浩平…次女の諒が例会の貴重な時間を頂戴し、帰国報
告をさせていただきます。コロナの影響で留学生活
も予定通りに進まず、残念ながら道半ばとなってし
まったところもあるようですが、掛け替えのない貴重

８月は会員増強・新クラブ結成推進月間です


