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「入りて学び 出でて奉仕せよ」
Enter to Learn, Go Forth to Serve

奉仕しよう みんなの
人生を豊かにするために
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石川テレビ放送㈱代表取締役社長

　林
はやし

　寛
ひろ

子
こ

　はじめまして。今年6月24日付
で石川テレビ放送に代表取締役と
して着任し、このたび由緒ある金
沢東ロータリークラブのお仲間に

加えていただくことになりました。どうぞよろしくお願い
いたします。
　生まれ育ちは名古屋で、学生時代は京都。卒業後は名
古屋を本拠地とする中日新聞社に入社し、文化部や社会
部で記者をしておりました。大学では心理学を学んでお
りましたが、次第にフィールドワークを中心とする文化
人類学にも興味がわき「いっそ現代社会を探検してみよ
う」と新聞記者になった次第です。
　実は、新聞社に入るのは不安もあったのですが、学生
時代の恩師である臨床心理学者、河合隼雄さん（故人）
に相談したら「面白そうなのでは? 協力しますよ」と背
中を押されたということもありました。
　当時は雇用機会均等法もなく、警察取材も夜勤も育
休も東京単身赴任も……何かと「女性初」で失敗もいっ
ぱいでしたが、周りに助けられつつ、時代の流れに乗っ
ていたという感じです。
　直近では、名古屋で取締役電子電波担当を務めてお
り、それがテレビの世界につながりました。その前職が、
取締役東海本社代表で、東海本社は静岡県浜松市にあ
るのですが、この代表時代2年間、浜松ロータリークラ
ブに入れていただいておりました。各界の方と知り合い、
またいろいろ勉強させていただく大変ありがたい経験
となりました。
　初めての金沢暮らし。コロナで外出もままなりません
が、ご縁をいただいたこと、大変うれしく心より感謝して
おります。ご指導賜りますよう、どうぞよろしくお願い申
し上げます。
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入会挨拶
❖  10 月 11 日（月）例会 ❖

■ソング
“我等の生業”
“R-O-T-A-R-Y”

■本日の卓話
10月11日  米山奨学生　

  趙
ちょう

 静
せい

さん（河北南RC）
  「私の留学生活と故郷―中国揚州の紹介について」

■例会卓話予定
10月18日  石川ヤナセ㈱代表取締役会長

  藤
ふじ

澤
さわ

秀
ひで

紀
のり

氏（金沢RC）
  「石川県の輸入車の歴史」
10月25日  東京海上日動火災保険㈱金沢支店長

  髙
こう

口
ぐち

  格
いたる

氏（金沢東RC）

  「ロータリアン『平
ひら

生
お

釟
はち

三
さぶ

郎
ろう

』について」
11月 1日  タマダ㈱代表取締役社長

  玉
たま

田
だ

善
よし

久
ひさ

氏（金沢東RC）
  「エネルギー転換期におけるタンク製造業」
11月 8日  富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱北陸支社長

  吉
よし

岡
おか

東
とう

吾
ご

氏（金沢東RC）
  「未定」
11月15日  石川テレビ放送㈱代表取締役社長

  林
はやし

 寛
ひろ

子
こ

氏（金沢東RC）
  「未定」
11月22日  未定
11月29日  三谷産業㈱代表取締役社長

  三
み

谷
たに

忠
ただ

照
てる

氏
  「未定」

■ おめでとう（敬称略）
◎10月お誕生日祝

中田　吉則　10.10  田中　主水　10.12
冨久尾佳枝　10.14  笠間　史盛　10.14
小池田康秀　10.14  向井　健夫　10.14
紙谷　一成　10.16  松本　浩平　10.17
蟹瀬　　克　10.23  北川　義信　10.24
光林　昭二　10.24  金井　辰樹　10.31



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 奉仕しよう みんなの

人生を豊かにするために

ホームページは
コチラ！

Facebookは
コチラ！

◎10月ご結婚記念日祝
長嶋　宏明　10. 3  鈴木　宗幸　10. 3
徳野与志一　10. 4  喜多　孝之　10.10
木屋　満晶　10.10  渡辺　数磨　10.10
藤弥　昌宏　10.11  鷺　　佳憲　10.11
寺村　篤毅　10.13  外山　正修　10.13
髙口　　格　10.14  中村　和哉　10.15
厚見　正充　10.22  小池田康秀　10.22
井上英一郎　10.25  浅田　裕久　10.27
光林　昭二　10.31

■ ニコニコBox（敬称略）
山本…本日の卓話講師として中島雄一郎様をお迎えしております。ようこ

そ！どうぞよろしくお願いします。大谷選手、祝100打点46号ホーム
ラン！日本人ここにあり！って感じです。

藤弥…本日はお忙しい中、卓話をお引き受けいただき、ありがとうござい
ました。コロナ禍という大変な時ですが、頑張っておられます。本
日のお話を楽しみにしております。あと、本年で金沢JCをご卒業
と伺っております。ご卒業後、速やかに金沢東ロータリークラブへ
のご入会を心よりお待ちしております。

野村…今週10/8から県民割・第3弾が再開されます。ここに「日帰りゴル
フパック」と「イオンもりの里店・移転オープン記念宿泊プラン」を
ご案内させていただきました。20,000円以上の宿泊代金の場合、
▲10,000円が割引となり、さらにお得です。この機会にご家族や
友人とお出かけいただければ幸いです。

北川…35ヵ年皆出席顕彰をいただきました。また、誕生日祝も併せてい
ただき、ありがとうございます。ニコニコと。

笠間…誕生日のお祝をいただき、ありがとうございます。ニコニコと。
松本浩平…お誕生日のお祝をいただきました。ありがとうございます。
光林…本日は誕生日と結婚記念日のお祝ありがとうございます。だんだ

ん自分の年齢を間違えることが増えてきたような気がしますが、
体はお陰様で元気です。今日も元気でニコニコと。

紙谷…お誕生日祝を頂戴しました。ありがとうございました。
向井…お誕生日祝をいただきました。ありがとうございます。いろいろ選

べるプレゼントになってから、さらに楽しみが増えました。
中田…誕生日祝ありがとうございます。今年はフルーツを選ばせていただ

きました。
田中主水…お誕生日祝をいただきました。ありがとうございます。今後も

ご指導よろしくお願いいたします。
蟹瀬…お誕生日祝をいただきました。ありがとうございます。
浅田裕久…結婚56年？こんな自分ですが、家内の方がよくも飽きずに付

き合ってくれて、家内に感謝の日々です。
厚見…結婚記念日のお祝ありがとうございます。いよいよ40年、ルビー婚

式を迎える事になりました。
井上…多分29回目？（段々記憶が怪しくなってきていますが）の結婚記念

日お祝をいただき、ありがとうございました。仲良く過ごして参り
たいと思います。

中村…結婚記念日のお祝をいただき、ありがとうございました。何年経っ
たか思い出す機会になり、本当にありがたいです。来年もいただけ
るように頑張ります。

長嶋…結婚記念日のお祝ありがとうございました。昨日、28回目の記念
日を迎えることができました。これからも2人で人生を愉しんでゆ
きたいと思います。

藤弥…結婚記念日のお祝をいただき、ありがとうございました。21年にな
ります。これからも仲良く、ニコニコと‼

渡辺…結婚記念日のお祝ありがとうございます。色々な事がございますが、
初心に返るこの日を大切にして参ります。

寺村…結婚記念日のお祝をいただきました。ありがとうございます。
喜多…結婚記念日のお祝をいただきました。今後ともよろしくお願いいた

します。
髙口…結婚記念日のお祝をいただき、誠にありがとうございます。
竹松…先週の父、竹松俊孝の通夜、葬儀に多くの皆様にお参りいただき、

ありがとうございました。ロータリーの友情に感謝申し上げます。
ニコニコするような話でなくて申し訳ございません。

　合計　558,100円　

❖  10 月 4 日（月）例会報告 ❖

■幹事報告
10/4例会にて募金協力をお願いした米山BOXは62,500円
が集まりました。

10/5付でロータリー米山記念奨学会へ送金いたしました。

■出席率報告
 9月13日 62 ／ 101　ホームクラブ　61.39％
 9月 6日 ―／  99　補正出席率　　―％
　　　　　　　　　　　　　       （出席免除会員3名）

〈 例会メニュー 〉
10/11 〈中華〉秋の食材 食欲増進中華弁当
10/18 〈洋食〉秋彩洋食弁当
10/25 〈中華〉秋の食材 スパイス香る中華弁当

コロナ感染予防のため、例会にはマスク着用で
ご出席願います。

10月は地域社会の経済発展月間･
米山月間です

◆パスト会長懇談会
日　時：10月11日（月）　18：00 ～
場　所：かなざわ石亭
会　費：10,000円

◆米山奨学生日帰り研修会
日　時：10月23日（土）　9：00 ～ 17：00
研修先：和倉温泉「加賀屋」
会　費：奨学生8,000円/カウンセラー10,000円（クラブ負担）
参加予定者：翁欣羽、鍋谷

◆親睦委員会
日　時：10月27日（水）　18：00 ～
場　所：ハイアットセントリック3F「FIVE」
会　費：10,000円
　　※コロナ禍のため親睦委員会のみのご案内です

◆ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI）
日　時：11月7日（日）　9：30 ～ 16：30（Zoom参加）
会　費：1,000円（クラブ負担）
出席予定者：松本浩平、藤弥、大島淳光

◆グリーン会ゴルフコンペ
日　時：11月13日（月）　8：00スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」

2022年「金沢8RC新年合同例会」は新型コロナ
感染状況を鑑み、中止となりました。


