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北陸電気工事㈱金沢支店
執行役員支店長
てらまつ

寺松

のぶひろ

信宏

令和2年10月より、金沢東ロータ
リークラブに入会させていただき

に勤めておりまして、
今年の4月、金沢支店に着任しました。
ロータリークラブは初めての入会で、入門テキストを
拝読し、身の引き締まる思いです。
弊社は、昭和19年の会社設立と同時に金沢市に支店を
置き、金沢市のみならず、石川県の皆様に支えられ、おか
げさまで、先日、創立76周年を迎えることができました。
経営理念に、国連が提唱するSDGsの考えも取り入れ
ており、今後は社員一人ひとりの理解、行動を通じて、地

“我等の生業”
“R-O-T-A-R-Y”

■本日の卓話
10月12日

三井住友信託銀行㈱金沢支店兼金沢中央支店長
まつもとあきら

松本 明 氏（金沢東ＲＣ）
「サステナビリティーを取り巻く環境変化」

■例会卓話予定
10月19日

秋の観月例会(ANAホリデイ・イン金沢スカイ)

10月26日

米山奨学生 楊藍さん(白山ＲＣ)
「私から見た日本」
未定
未定
㈱山岸製作所 代表取締役社長

11月 2日
11月 9日
11月16日

ようらん

やまぎししんさく

山 岸 晋 作氏（金沢ＲＣ）
「未定」

域課題、社会課題の解決を図り、微力ではありますが、持

■ おめでとう（敬称略）

続可能な社会の発展に貢献し、地域の皆様への恩返し

◎10月お誕生日祝
中田 吉則 10.10
冨久尾佳枝 10.14
小池田康秀 10.14
紙谷 一成 10.16
蟹瀬
克 10.23
光林 昭二 10.24

をさせていただければと考えております。
私自身、奉仕活動の経験はほとんどありませんが、入
会を機に、伝統ある金沢東ロータリークラブの一員とし
て、奉仕の精神で地域、社会貢献の活動に積極的に参加
していく所存でございます。
皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願
い申し上げます。

今月のことば

「巨人の肩の上に立つと、
遠くを見ることが出来る」
ベルナール・ド・シャルトル
（選

親睦：椿原丈士会員）

例会日：毎月曜日 12:30 ～ 13:30
例会場：ANAホリデイ・イン金沢スカイ
U Ｒ Ｌ：http://www.kanazawahigashi-rc.com/

❖

■ソング

ました、寺松信宏と申します。
出身は富山県、北陸電気工事㈱

10 月 12 日（月）例会

◎10月ご結婚記念日祝
長嶋 宏明 10. 3
徳野与志一 10. 4
喜多 孝之 10.10
渡辺 数磨 10.10
鷺
佳憲 10.11
外山 正修 10.13
厚見 正充 10.22
井上英一郎 10.25
光林 昭二 10.31

田中
笠間
向井
松本
北川
金井

主水
史盛
健夫
浩平
義信
辰樹

10.12
10.14
10.14
10.17
10.24
10.31

鈴木 宗幸
根布
寛
木屋 満晶
藤弥 昌宏
寺村 篤毅
中村 和哉
小池田康秀
浅田 裕久

10. 3
10. 5
10.10
10.11
10.13
10.15
10.22
10.27

事務局：金沢市彦三町2丁目1番地45号 むさしビル4F
ＴＥＬ：076-260-1212 FAX：076-260-5656
E-mail ：k-eastrc@gaea.ocn.ne.jp

会長：小池田
幹事：大 島
会報：竹 松
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光
一

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

■ ニコニコ Box（敬称略）
寺松…本日、入会させていただきました。よろしくお願い申し上げ
ます。
小池田康秀…新会員の寺松信宏さんのご入会を心より歓迎します。
この金沢東RCでの活動を通してたくさんの素敵な出会い
があることを祈っております。頑張ってください。
髙桑幸一…寺松信宏さん、ご入会おめでとうございます。有意義な
ロータリー活動になることをお祈りいたします。
南 …寺松さん、入会おめでとうございます。金沢東RCでのご活
躍を祈念いたします。
中村…先日、北國銀行ハンドボール部ハニービーが金沢市の文化ス
ポーツ賞をいただきました。今後とも精進してまいりますの
で、ご声援のほど、よろしくお願いします。ぜひ、リーグ戦も
観に来てください。
北川…この10月24日に76歳を迎えます。戦中派生まれなので、も
うそろそろかなあ～？誕生日祝い、どうもありがとうござい
ました。
笠間…76回目のお誕生日プレゼント、ありがとうございました。元
気で出席できることを感謝しまして！
冨久尾…お誕生日のお祝いをいただき、ありがとうございました。
健康に感謝してニコニコと！
松本浩平…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。
向井…10月14日誕生日の誕生日祝をいただきました。1年1年有意
義に過ごしてゆきたいと思います。ありがとうございます。
紙谷…誕生日祝をいただきました。健康に気を付けて頑張ります。
田中主水…お誕生日プレゼントをいただきました。ありがとうござ
います。今後ともご指導の程、よろしくお願いします。
金井…誕生日に加え、卓話の機会までいただき恐縮しています。今
後ともよろしくお付き合いください。
光林…誕生日祝、結婚記念日祝をありがとうございます。この春よ
り立ち上げた新事業も順調です。本当にありがとうござい
ます。
浅田裕久…結婚記念日祝いをありがとうございました。いただいて、
慌てて携帯のカレンダーに入れました。助かりました。
厚見…いつも結婚記念日をお知らせ（お祝）いただき、感謝申し上
げます。このお陰で我が家の平和が保てます。
徳野…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
した。今年も完璧に忘れておりました。前日に長野県小布施
までドライブをしていましたけど、女房も一言も言いません

10月は地域社会の経済発展月間･
米山月間です
「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
発行されました。郵便局にて是非お求めください。

〈 例会メニュー 〉
10/12 〈洋食〉美食の秋『旬いち洋弁当』
10/19 秋の観月例会
10/26 〈中華〉秋食欲そそる『松花堂弁当』

Facebook は
コチラ！

でした。多分、彼女も忘れていたと思います。
根布…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。
何回目の記念日になるのか計算ができなくなりましたが、相
変わらず毎日、仲良く過ごしています。
井上…結婚記念日のお祝いをありがとうございました。記念日当日
に忘れずに、日頃の感謝を込めてお花を贈りたいと思います。
中村…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。
何年経ったのかは忘れてしまいましたが、平和な証拠だと思
いながら、また1年頑張ります。
長嶋…結婚記念日のお祝いをありがとうございました。27回目を
迎えました。今後はニューノーマル時代を楽しみながら、地
道にニコニコと歩んでゆきたいと思います。
喜多…結婚記念日のお祝いをいただきまして、ありがとうございま
す。入会して3ヵ月になりましたが、まだまだ分からないこと
ばかりです。ご指導の程、よろしくお願いいたします。
寺村…結婚記念日祝いをいただきました。ありがとうございます。
気楽な単身赴任に甘え、完全に忘れていた当記念日をこの
お祝いで思い出させていただきました…
鷺 …結婚記念日のお祝いを、ありがとうございました。
北川…先日、欠席しましたが、34年間皆出席顕彰をいただきました。
ありがとうございます。
長嶋…遅くなりましたが、6月に2ヵ年皆出席顕彰をいただき、あり
がとうございました。先行き不透明な with コロナですが、
前向きにロータリー活動に参加したいと思います。引き続き、
よろしくお願いいたします。
合計

❖

583,900円

10 月 5 日（月）例会報告

❖

■出席率報告
9月14日
9月 7日

63 ／ 100 ホームクラブ 63.00％
―／ 100 補正出席率
―％
（出席免除会員3名）

◆秋の観月例会
日 時：10月19日（月） 18：30 ～
場 所：ANA ホリデイ・イン金沢スカイ18Ｆ
会 費：10,000円
※10/19（月）昼の通常例会はありません。
◆選考委員会
日 時：10月26日（月） 13：40 ～
場 所：ANA ホリデイ・イン金沢スカイ18Ｆ
◆パスト会長懇談会
日 時：10月28日（水） 18：30 ～
場 所：かなざわ石亭
会 費：10,000円
◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日 時：11月2日（月） 11：30 ～
場 所：ANA ホリデイ・イン金沢スカイ10Ｆ「白山の間」
出席予定者：鳩山、小池田康秀、厚見、大島淳光
◆理事・監査懇談会
日 時：11月11日（水） 18：00 ～
場 所：かなざわ石亭
◆グリーン会第2回ゴルフコンペ
日 時：11月14日（土） 8：24スタート
場 所：片山津ＧＣ「加賀コース」

