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㈱五井建築研究所
代表取締役社長

喜
き

多
た

　孝
たか

之
ゆき

　㈱五井建築研究所の喜多と申

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、ご推薦者をはじめ先輩会員の皆さまに

厚く御礼申し上げます。私は内灘町の出身で1988年に

五井建築設計研究所に入社、以来33年間、主に意匠設

計を担当し、県内外に多くの建築を手掛けて参りました。

先頃、私が四代目社長に就任し、まだまだ不慣れではご

ざいますが、新たなる船出に喜びを感じつつ、重責に武

者震いをしております。

　弊社は金沢名誉市民である建築家故谷口吉郎氏の義

兄弟にあたり、金沢美術工芸大学の学長も務めた故五

井孝夫が五井構造研究所として昭和29年に金沢市寺町

にて創業し今年で66年となります。現在は建築の総合

設計事務所として金沢市問屋町に社屋があり、社員は

29名おります。創業者の五井孝夫には跡継ぎがおらず

代表は非血縁である新村利夫、西川英治が承継して参

りました。性格上一代限りといわれる建築設計事務所

において長い間存続させていただいたのは、教育者で

もあった五井孝夫の理念を脈々と受け継ぎ、地域性を

大切にする建築活動と時代の流れにあわせ進化するこ

とで、地域の皆さまのご理解、ご協力を得られたからこ

そと痛感しております。今回金沢東ロータリークラブ 入

会にあたり、多くの皆さまとの出会いを大切に、ロータ

リアンとして自己研鑽に努めてまいります。

　今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申

し上げます。
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入会挨拶

　去る6月20日、第
4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。当日は絶好のゴル
フ日和で、プレー中は3密を気にする事無く楽しいラウ
ンドとなりました。今年度はコロナ禍のため、別会場で
の納会は開催せず、いつも通り倶楽部内でのパーティー
となり、徳野会長のご挨拶でスタートしました。表彰式
では、ネット72.4の好スコアで大島会員が見事優勝さ
れ、準優勝は僅差で北川会員となりました。各賞を獲得
された皆様おめでとうございました。
　今年度後半は、新型コロナウイルスの影響でグリー
ン会の開催も心配されましたが、計画通り実施する事
ができました。徳野会長年度も多くの皆様にご参加い
ただき誠にありがとうございました。次年度も楽しいグ
リーン会運営を目指してまいりますので、引き続き多く
の皆様のご参加をお待ちしております。
　なお、次年度のグリーン会は、第1回：9月12日（土）、
第2回：11月14日（土）に開催予定です。
　成績は以下の通りです。

≪成　績≫ OUT 　IＮ GROSS HDCP NET

■優　勝……大島　国雄 54 52 106 33.6 72.4
■準優勝……北川　義信 47 51 98 25.2 72.8
■３　位……木屋　満晶 40 46 86 12.0 74.0
≪特別賞≫
■ＢＧ賞…木屋　満晶
■大波賞…田中　和彦、白川ひとみ
■小波賞…徳野与志一
■ＤＣ賞…中井　弘之（№ 3、№16）　
■ＮＰ賞…白川ひとみ（№ 4）、石野　一樹（№ 7）
　　　　　山城　大助（№12）、平野　利康（№17）
■優勝パートナー賞…中田　吉則、石野　一樹、中井　弘之
■ＢＭパートナー賞…北川　義信、向井　健夫、笠間　史盛
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第4回グリーン会ゴルフコンペ



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

■ ニコニコ Box（敬称略）

小池田康秀…本日は八塚ガバナー公式訪問です。会長・幹事

懇談会はWEB会議、例会での卓話はメッセージビデ

オ放映という異例の対応になりますが、よろしくお願

いします。

山本…今日はガバナー公式訪問！『新しい生活様式』を何と

か取り込んでいこうということについて行かんなん

ね。頑張って一票入れます。

木村…2004年5月入会、しかし7ヵ年間皆出席顕彰、ありが

とうございます。

忠田…誕生日のお祝いをいただき、ありがとうございました。

奥ノ坊…誕生日のお祝い、ありがとうございました。

　合計　312,800円　

❖  8 月 24 日（月）例会報告 ❖

“ガバナー公式訪問”

■出席率報告

  7月27日 54 ／ 98　ホームクラブ　55.10％

  7月13日 ―／ 98　補正出席率　　―％

　　　　　　　　　　　　　       （出席免除会員3名）

〈 例会メニュー 〉
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
9/ 7 〈和食〉秋の味覚 長月弁当
9/14 〈洋食〉五味で味わうほっこり洋風弁当
9/28 〈中華〉旬な食材を使って中華弁当

◆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」

◆ロータリー・リーダーシップ研究会Part1（WEB会議）
日　時：9月20日（日）　9：30 ～ 17：00
会　費：1,000円（クラブ負担）
出席予定者：山本、紙谷

❖  8 月 31 日（月）例会 ❖

■ソング

“手に手つないで”

“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話

  8月31日  ㈱日本政策投資銀行 北陸支店長

  板
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氏（金沢東ＲＣ）

  「コロナ禍を踏まえた今後の展望」

■例会卓話予定

  9月  7日  セコム北陸㈱代表取締役社長

  白
しら

井
い
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こう

仁
じ

氏（金沢東ＲＣ）

  「セコムの不易流行」

  9月14日  金商ライフサポート部

  部長 山
やま

嶋
しま

夏
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み

さん　副部長 中
なか

川
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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

佳
よし

子
こ

氏（金沢東ＲＣ）

  「未定」

■ おめでとう（敬称略）

◎7月年間皆出席祝

 34ヵ年 不室　　昭 23ヵ年 岩木　弘勝

 13ヵ年 松本　浩平 12ヵ年 徳野与志一

 8ヵ年 木屋　満晶 6ヵ年 大島　淳光

 1ヵ年 板橋　史明 1ヵ年 島田　義展

 1ヵ年 白井　晃仁

８月は会員増強・新クラブ結成推進月間です

8月理事役員会報告（8月24日）

1）新会員候補者の件…承認。全会員へ通知する。
◦金井辰樹氏…中日新聞北陸本社編集局長

 （S38,10,31生 56歳）
　　　　　　　職業分類：新聞発行
　　　　　　　推 薦 人：根布寛・石川仁志

2）9月例会及び夜間開催各種会合の件
◦9月例会… 出席義務を課さず、弁当形式、出欠を確認する。
◦9月親睦委員会…中止とする。
◦10/19観月例会… 3密に配慮し、会員のみで開催予定。

但し、コロナの状況を見ながら9月
に再度確認する。

3）金沢商業高校の件
 （井上社会奉仕・青少年奉仕委員長より報告）
◦金商インターアクト
　　…2年間休部状態だったが、今年1年生6名が入部し、

活動を再開。今後、ロータリーやローターアクトと
連携し、ロータリーへの理解を深めてもらう。

◦㈱王座金商（金商ライフサポート部）
　　…9/14例会で卓話をしてもらい、商品を販売。図

書贈呈以外の金商高校との新しい関係を模索し、
蟹瀬地域発展・奨学財団委員長を窓口とする。

4） 2021年金沢8RC新年合同例会の件…2021年は中
止とする。2022年はホストを金沢百万石RCとする。


