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2020 -2021年度 金沢東RCスローガン

写真提供：金沢市

おめでとうございます !!









— 秋の叙勲 旭日中綬章を 



受章されました — 










北川義信 会員






趣味は学生時代からのラグビーですが、今はプレーで
はなく観戦の方で楽しんでおります。
プレーは金沢に来てからゴルフをやるようになり、ス
コアはまだまだですが気軽にゴルフを楽しめる環境が
とても素晴らしいと思っております。
今回ご縁がありまして、ロータリークラブに入会する
ことが出来ました。ロータリークラブの会員として、これ
からも金沢、北陸の発展に貢献し、自分自身も成長して
いきたいと考えております。これからどうぞ宜しくお願
い申し上げます。
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入会挨拶

今月のことば
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ＮＥＣネッツエスアイ㈱
北陸支店長
はとやま

鳩山

「物を知るには、これを愛さねばならず、
物を愛すには、これを知らねばならない。」
西田幾多郎『善の研究』意訳

まなぶ

学

（選

親睦：白井晃仁会員）

大阪市出身の50才、平成6年に
新卒入社し今年で27年目、現在北
陸で単身赴任3年目となります。北
陸の地には地縁・血縁ともにござ
いませんが、少々仕事の縁はございます。
私は新人の頃、電気設備工事の部署に配属され、そこ
で上司からリアル教材として渡されたのが、金沢彦三ビ
ルの電気設備図面でした。金沢彦三ビルは、現在のアソ
ルティ金沢彦三で、弊社が入居しているビルになります。
ビルの元施工を弊社、現場代理人はその上司、また地元
の米沢電気様のご協力を得て施工したと聞いております。
そんな縁のある金沢に赴任したのは2018年、新人の

❖

金沢での生活も3年目を迎え、日を追うごとに金沢、
北陸の良さを味わっており、大阪にいる家族を呼びたい
のですが、妻の仕事、息子・娘共に受験を控えているこ
ともあり叶わぬ思いとなっております。
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
“我等の生業”
“R-O-T-A-R-Y”

■本日の卓話
11月 9日

グローバル・アセット・マネジメント㈱代表取締役
こばやししょうじ

光林昭二氏（金沢東ＲＣ）
「新型コロナ禍で急増している事業承継とM&A」

頃に教材にしていたビルで働くことになるとは私にとっ
て非常に感慨深いものがございます。

11 月 9 日（月）例会

■例会卓話予定
11月16日

㈱山岸製作所 代表取締役社長
やまぎししんさく

山 岸 晋 作氏（金沢ＲＣ）
「中小企業でもできるテレワーク実践事例
〜老舗家具屋のデジタル化奮闘記」

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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四つのテスト

言行はこれに照らしてから

11月30日

12月  7日
12月14日
12月21日
12月28日
  1月  4日

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

金沢工業大学産学連携室教授

いながきわたる

稲垣 渉 氏
「わらいふ〜人生100年時代の備え〜」
未定
年忘れ例会
未定
休会
休会

■ おめでとう（敬称略）
◎11月お誕生日祝
鳩山
学 11. 4
木村 道明 11. 8
二木 克明 11.23
◎11月ご結婚記念日祝
小池田康成 11. 3
向井 健夫 11. 6
黒木 康生 11.11
塩村 秀樹 11.22
山﨑 修二 11.27

渕上 司朗 11. 5
寺松 信宏 11. 9
村端 一男 11.28
中井 弘之 11. 3
別川
稔 11.11
竹松 俊一 11.20
寺松 信宏 11.27

■ ニコニコ Box（敬称略）
鳩山…本日より入会いたしました。奉仕は初めてになりま
すが、皆さんと共に頑張っていきたいと思いますの
で、よろしくお願い申し上げます。
小池田康秀…鳩山学さん、金沢東RCにご入会おめでとう
ございます。推薦人は大島幹事と私です。皆さん、ど
うかよろしくお願いします。
大島淳光…鳩山さんの金沢東ロータリークラブのご入会お
めでとうございます。心から歓迎申し上げます。
山城…本日は卓話という貴重な経験の場をいただき、あり
がとうございます。聞きづらい点も多々あると思い
ますが、頑張ってお話させていただきますので、よろ
しくお願いいたします。

『第34回 愛の献血運動』実施のご案内
日 時：11月9日（月）10:00〜16:00
場 所：献血ルーム ル･キューブ（かなざわはこまち3F）
※献血にご協力いただいた方には粗品（鉢植花）を贈呈
いたしますので、会員およびご家族、会員事業所の従
業員様のご協力をお願いいたします。
※今回は400ml献血のみの受付となります。

渕上…誕生日のお祝をいただきました。ありがとうござい
ます。来年の誕生日を迎える頃にはコロナの収束を
願って、一日一日を大切に過ごしていきます。
寺松…誕生日祝、結婚記念日祝をいただきました。ありが
とうございました。入会させていただき、間もない
のに恐縮しております。今後ともよろしくお願い申し
上げます。
小池田康成…11月3日、結婚60年です。夫婦共に健康に感
謝感謝です。
別川…結婚記念日祝をいただきました。4？回目です。女房
孝行を前倒しして、正倉院展に行ってきました。家内
のお陰で日本国の歴史を強く感じました。
向井…今年で37回目の結婚記念日を迎えます。普段はほと
んど何もしませんが、今年はGo Toを使って温泉に
でも行ってきます。お祝をいただいたもので何かプ
レゼントできれば幸いです。ありがとうございました。
竹松…結婚記念日のお祝をいただきました。お陰様で今年
32年になります。皆様のご厚情に感謝申し上げます。
塩村…結婚記念日祝をありがとうございました。26年目と
なりました。
黒木…結婚記念日のお祝をいただき、ありがとうございま
した。
合計
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768,900円

11 月 2 日（月）例会報告

❖

■出席率報告
10月19日
10月12日

63 ／ 101 ホームクラブ 62.38％
―／ 101 補正出席率
―％
       
（出席免除会員3名）

◆11月理事役員会
日

時：11月9日（月） 13：40 ～

場

所：ANA ホリデイ・イン金沢スカイ10Ｆ「白山の間」

◆理事・監査懇談会
日

時：11月11日（水） 18：00 ～

場

所：かなざわ石亭

出席予定者：小池田康秀、山本、大島淳光、南、岩木、徳野、
松本浩平、冨久尾、厚見、藤弥、浅野、中村、

11月はロータリー財団月間です
〈 例会メニュー 〉
11/9 〈中華〉季節の香りと古典料理
11/16 〈洋食〉おいしさ実った秋の収穫洋食弁当
11/30 〈中華〉旬の食材『晩秋の松花堂弁当』

Facebook は
コチラ！

石野
◆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」

◆11月親睦委員会
日

時：11月17日（火） 18：30 ～

場

所：千取寿司

会

費：10,000円

