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三井住友信託銀行㈱
金沢支店兼金沢中央支店長

松
まつ

本
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　明
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　この度入会のご承認を賜りまし
た三井住友信託銀行の松本明と申
します。ご推薦いただきました別
川様、中村様、またコロナ禍におき

ましてご審議いただきました理事役員の皆様に感謝申し
上げます。
　私と金沢との出会いは1993年入社時に旧住友信託
銀行金沢支店に配属になり、約4年間を過ごしたことに
始まります。その後2005年に2度目の勤務に恵まれた
際、妻の故郷である石川県を私の故郷にしようと永住を
決断いたしました。これまで東京・大阪と単身赴任してま
いりましたが、金沢に帰郷するたびに豊かな自然と文化、
澄んだ独特の香りのする空気につつまれ、心身ともにリ
フレッシュしておりました。この度、金沢支店長というこ
とで3回目の勤務となり、私の人生にとって最高の勤務
地を与えてくれた会社に対するロイヤリティーもさらに
高めているところです。
　当社は県内唯一の専業信託銀行でございます。弊社
は、ロータリークラブ日本支部が設立された大正9年か
ら遅れること4年、大正13年の旧三井信託の発足を起源
としております。旧三井信託の初代社長は米山梅吉氏で
あることを知り、私はロータリークラブへの加入は初め
てですが、大変深い縁を感じております。また、信託の基

本的な考え方である受託者精神は、ロータリーの4つの
テストに通ずるものがあり、この地でロータリアンとして
皆様とご一緒に活動できることを誇りに感じております。
何卒よろしくお願い申し上げます。

日本生命保険（相互）
金沢支社長
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　この度、日本生命保険相互会社 
金沢支社長として着任いたしまし
た寺村篤毅（てらむら あつき）と
申します。当会には、前任の長渡が

大変お世話になりました。その後任として、会の趣旨に則
り、真摯に尽力してまいります。どうぞよろしくお願い申
し上げます。
　出身は兵庫県尼崎市、高校までは近畿圏で過ごし、大
学で東京に赴いた以降、社会人生活においても首都圏・
近畿圏の中で過ごしてまいりました。日本生命入社後は、
主計・商品開発・販売執行支援・内部監査といった異色
のキャリアを経て支社長職を拝命しており（この度、前
任地の船橋支社長からの着任となります）、専門的な知
識・スキルに心許なさもありますが、幅広い職務経験か
ら得たバランス感覚は誇れるものと思っております。
　家族は妻と息子の2人、浦安市（某テーマパーク近く）
に住んでおります。金沢には「どうぞおひとりで」と明る
く送り出され、気楽な単身赴任で着任。自然豊かな地域
や、歴史・伝統文化の継承、新たに強みを帯びる産業領
域などなど、とても魅力あふれる地での生活を、職業活
動はもとよりプライベートでも大変楽しみにしておりま
す。これまでも任地・出張地でその地独特の文化に触れ、
新たなお付き合いを紡いできたことを思えば、初めての
北陸・石川県における出会いもまた、心より大切にしてま
いりたいと思います。
　歴史と伝統のある当会の一員として「奉仕の理想」を
学び実践し続けることを通じ、皆様方との交流を着実に
深めることができれば嬉しい限りです。皆様方には、ご
指導を賜りたく何卒よろしくお願い申し上げます。
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入会挨拶

「こけたら、立ちなはれ！」　
 松下幸之助さん

 （選　親睦：横山秀雄会員）

今月のことば



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

石川…金井さん。ご入会おめでとうございます。今後ともよろしくお
願いします。

白井…本日は貴重なお時間の中、卓話の機会をいただき、ありがと
うございます。

紙谷…先日、本社移転に関する記事が新聞に出ました。これから、
一連の改革を進めて参ります。皆様のお役に立てるよう頑
張ります。

厚見…私の妻の故郷である喜界島。台風10号の大した被害もなく、安
堵いたしました。心配いただいた皆様、ありがとうございます。

野村…昨日、初孫が誕生しました。3100gの元気な男の子です。コ
ロナに負けず、頑張って生きてほしいものです。幸多き人生
になりますように！

小池田康成…9月10日の誕生日で83歳になります。いつの間にか、
クラブ最年長になりました。元気で例会に出席できるよう、
努力します。

米沢…誕生日のお祝いをいただきました。60代最後の1年を楽しみ
ます。どうぞ遊んでください。

水上…お誕生日祝をいただきました。大きな災害が続いていますが、
何とか今年も無事でありますよう、頑張って参ります。

山本…誕生日のお祝いをいただきました。ありがとうございます。
母にお花を買って帰ります。

大島国雄…53回目の結婚記念日を迎えることができました。多く
の方々の支えがあればこそです。だいぶんガタがきました
が、これからもよろしく。

安達…結婚記念日のお祝いをいただき、ありがとうございました。
島田…結婚記念日祝をいただき、ありがとうございました。素敵な

花を送らせていただきます。
田中主水…結婚記念日祝をありがとうございます。今後もお役に立

てるよう、頑張ります。
徳野…12ヵ年間皆出席顕彰を頂戴いたしました。山有り谷有りでし

たが、家族と社員と仲間の支えのお蔭です。これからも健康
に留意して頑張ります。

　合計　423,300円　

❖  9 月 7 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
  8月24日 63 ／ 99　ホームクラブ　63.64％
  8月  3日 ―／ 99　補正出席率　　―％
　　　　　　　　　　　　　       （出席免除会員3名）

〈 例会メニュー 〉
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

◆9月理事役員会
日　時：9月14日(月)　13：40 ～
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18Ｆ

◆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

◆交換学生Poppyさん囲む会
日　時：9月25日（金）　18：30 ～
場　所：六角堂Grill & Bar
会　費：3,000円

◆副会長指名委員会
日　時：9月28日（月）　13：40 ～
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ10Ｆ「加賀の間」

❖  9 月 14 日（月）例会 ❖

■ソング
“我等の生業”
“R-O-T-A-R-Y”

■本日の卓話
  9月14日  金商ライフサポート部

  部長 山
やま
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  「㈱王座金商の活動と課題について」

■例会卓話予定
  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）
  「WITH コロナ時代のインターナルコミュニケーションと
  　エンゲージメント ～広報経験をもとに～」
10月  5日  中日新聞北陸本社 編集局長

  金
かな

井
い

辰
たつ

樹
き

氏（金沢東ＲＣ）
  「未定」
10月12日  未定
10月19日　観月例会(ANAホリデイ・イン金沢スカイ)

10月26日　米山奨学生 楊
よう

藍
らん

さん(白山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 
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
大島　国雄　9.25 島田　義展　9.25 田中　主水　9.26
安達　　洋　9.27

■ ニコニコ Box（敬称略）
金井…新入会しました。よろしくお願いします。金沢生活、楽しみに

しています。
小池田康秀…新会員の金井辰樹さん、ご入会おめでとうございます。

心より歓迎いたします。中央での経験を生かして、この金沢
の地でのご活躍をお祈りします。そして、ロータリー活動を通
じて、また新しい仲間を増やしてください。

根布…北陸中日新聞社の大場編集局長の後任として、金井様をお
迎えしました。お互いに楽しいロータリーを過ごしましょう。

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。

「日本のロータリー100周年」記念切手発行

　9/18（金）に84円郵便切手（1シート840円）が
発行されます。郵便局にて是非お求めください。


