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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

No.2835　2022.1.17

「年頭のご挨拶」
会長　山本　晴一

　あけましておめでとうござい
ます。
　昨年はコロナ禍でクラブ活動
にも制限がある中でしたので、や
や限られたものに成らざるを得ず、
いつも心苦しく思っておりました。
少しずつ元に戻ろうとしている今
期は、皆さまのお気持ちに合わせ

ながら、当会ならではの和やかな思いやりに満ちた例
会を続けて行きたいと希望を持ち続けております。理
事役員の方をはじめ、メンバーの皆様の変わらぬご協
力を賜りますようにどうぞよろしくお願い申し上げます。
　さて、私事になりますが、年始にあたり、私は当社の
仕込み水を頂いている“白山さん”と、氏神さんの“大
野日吉神社”へ初詣に行ってまいりました。雪で覆われ
た参道はなかなか風情のある景色で、身が引き締まる
思いがいたしました。拝殿には、白山さんのお水で仕込
んだ大野町産の醤油や味噌が、また清酒やビール等の
醸造品がお供えされておりました。毎年恒例の事では
ありますが、飾られた当地の醸造食品を目にして、昨年
も当たり前に“造り”が出来た事に感謝し、本年も同様
に良い商品を作り続けますという決意と、両方を胸に
お誓いを立てさせていただきました。時代が変わる節
目に私たちは居る訳ですが、私は“職業人”として、また
“大野醤油”という日本の醤油産地としても一大決心
をして、『今年は輸出に注力する事』と決めて、その方
向に大きく舵を切りました。私はこの事業においても、
ロータリー“4つのテスト”を常に心の中心に置いて、産
地としての成功を目指して参ります。

　2022年の干支は「壬寅（みずのえ・とら）」といって、
壬はゆったりとした落ち着きのある大河の水を、寅は決
断力の高さを表しているとありました。そんな2022年
は「冬が厳しいほど春の芽吹きは生命力に溢れ、華々し
く生まれる年」とされているそうです。これを受けての
“白山さん”の日本経済予断は「困難で行き詰っていた
事案などが解決に向かうと受け止められる卦」である
そうです。下がったと思われていた経済状況でも、正し
い情報をとらえる事が出来れば、経済は徐々に上向くと
思われます・・・とあります。ただし、間違った情報や嘘
の情報に振り回されない事が肝心となります。溢れる
情報には虚実入り混じっている点に充分注意が必要だ
という事は、申すまでもございません。
　本年も、皆様方のそれぞれのチャレンジが実を結び、
順調に成果を収めることが出来ますよう心より祈念申
し上げて、新年のご挨拶といたします。

❖  1 月 17 日（月）例会 ❖

■ソング
“それでこそロータリー”
“Sing Everyone, Sing”

■本日の卓話
  1月17日  遊学館高等学校教諭

  山
やま

本
もと

雅
まさ

弘
ひろ

氏
  「『やる気』を引き出す」

■例会卓話予定
  1月24日  (一財)石川県予防医学協会 予防医学クリニック院長

  古
ふる

河
かわ

浩
ひろ

之
ゆき

氏
  「コロナ禍における健診/検診」
  1月31日  三井住友信託銀行㈱ESGソリューション企画推進部部長

  松
まつ

本
もと

千
ち

賀
か

子
こ

氏
  「未定」



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！

田中和彦…お誕生日祝をいただきました。高齢者の新人に
なりました。諸先輩方よろしくお願いいたします。ニ
コニコと。

木藤…お誕生日のお祝をいただき、ありがとうございます。
寒い時期生まれなのに、年々寒さが身に沁みます。し
かし健康に感謝し、新たな1年を過ごしてまいります。

野村…お誕生日祝をいただきました。これからの1年、健康
に留意してまいります。

河野…お誕生日のお祝をいただき、ありがとうございます。
来年1月で祝・還暦です！

山本…金沢東RCより結婚記念日祝をいただきました。11
年目に入ります。（雪ちゃんありがとう）お祝に感謝
いたします。

富田…結婚記念日のお祝をいただき、ありがとうございます。
井上…年忘れ例会のビンゴ大会で夫婦揃って図書カードを

いただきました。これは勉強しなさいと神様が言って
いるのだと思います。年末年始は読書三昧にします。

野村…県民割が来年1月31日まで延長になりました。ご好
評いただいております「スペシャルプラン」も並行し
て延長します。但し、来週27日受付分から割引額が
減額となります。1月中にご利用希望の方は、遅くと
も今週24日までに同封の申込書にてお申し込みくだ
さいますようお願いいたします。

　合計　1,203,600円　

❖  12 月 20 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
12月 6日 57 ／ 100　ホームクラブ　57.00％
11月29日 ―／ 100　補正出席率　　―％
　　　　　　　　　　　　　       （出席免除会員3名）

  2月  7日  新春懇親例会
  2月14日  参議院議員

  宮
みや

本
もと

周
しゅうじ

司氏（能美RC）
  「強みと魅力の再構築」
  2月21日  ㈱TREE代表取締役

  水
みず

野
の

雅
まさ

弘
ひろ

氏（Zoom）
  「未定」
 2月28日  大和ハウス工業㈱金沢支社長

  石
いし

野
の

信
しん

治
じ

氏（金沢東RC）
  「未定」

■ おめでとう（敬称略）
◎1月お誕生日祝

石野　一樹　1. 5  絹川　善隆　1.12
田中　和彦　1.12  石野　信治　1.18
松本　　明　1.18  野村　圭作　1.20
木藤衣妃子　1.21  大島　国雄　1.21
玉田　善久　1.27  岩木　弘勝　1.29
河野　理恵　1.31

◎1月ご結婚記念日祝
気谷　源嗣　1. 1  富田　武正　1. 1
山本　晴一　1. 9  石野　一樹　1.15
三平　佐弓　1.15  坂本　憲一　1.28
高多　倫正　1.30

■ ニコニコBox（敬称略・順不同）
山本…本日のゲストには㈱ビーイングホールディングス代

表取締役の喜多甚一様をお迎えしています。後ほど
の卓話を楽しみにしております。今年最後の例会に
なりました。メンバー皆様のご協力に感謝申し上げ
ます。良いお年を迎えられますように。

岩木…喜多ビーイングホールディングス社長、ご多用のところ
本日卓話にお越しいただき誠にありがとうございます。
益々のご発展を心よりお祈り申し上げております。

松本明…本日はビーイングホールディングスの喜多社長に
卓話講師にお越しいただきました。お忙しい中あり
がとうございます。楽しくてやる気の出るお話、楽し
みにしております。

島田…本日は県内在住の留学生のために、とても温かいプ
レゼントをたくさんお持ちいただき本当にありがと
うございました。

大島国雄…35ヵ年の皆出席祝と75回目の誕生日祝が重な
りました。永きに亘り支えていただいたメンバーの
方々と家族に感謝です。

〈 例会メニュー 〉
1/17 〈和食〉“2022”寅年 新春弁当
1/24 〈洋食〉 冬の寒さに負けない 

「熟成ポークカツレツと冬の味覚」の洋食弁当
1/31 〈中華〉疲れた胃腸を癒す 優しい中華弁当

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。

◆親睦委員会

日　時：1月27日（木）　18：30 ～

場　所：金八

会　費：会員15,000円

　　※ 席数の都合で、先着30名様以降はキャンセル待ちと

　　　させていただきます。

◆ロータリー財団補助金管理セミナー

日　時：2月5日（土）　10：30 ～ 12：00

場　所：Zoom参加

出席予定者：鍋谷

◆新春懇親例会

日　時：2月7日（木）　18：30 ～

場　所：松魚亭

会　費：会員10,000円

　　※2月7日（月）昼の通常例会はありません

１月は職業奉仕月間です


