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BIPROGY ㈱ 北陸支店長

平
ひら

原
はら

　賢
けん

一
いち

　BIPROGY（ビプロジー、旧･日

本ユニシス）の平原と申します。こ

の度、金沢東ロータリークラブへ

の入会ご承認につき、推薦者は

じめ会員の皆様に改めて御礼申し上げたいと思います。

本年4月の弊社商号変更の機に北陸支店長として着任、

新たな船出を始めることとなりました。小生自身は生ま

れも育ちも東京、未だバブルの残り香がする1992年に

入社、観光や運輸、メディア、不動産や物流等の業種・業

界を担当し、「人生初の転勤」で金沢の地に降り立つこ

ととなりました。直近のコロナ禍では、正に大打撃を受

けた航空・鉄道業界を担当、ビジネスの厳しさを目の当

たりにし、ITでは解決できない当社の無力さと、今まで

想像もし得なかった悲劇や世相の変化への対応の難し

さを体感しました。また、ITで皆様の生活を支え、各企

業や地域の課題解決をご支援する弊社の重要な責務も

改めて痛感しており、経済の安定や環境保全、世界平和

に貢献できる企業として成長したいと考えております。

　東京以外での暮らしも、ロータリークラブでの活動

も初めての経験となりますが、日々、金沢の街並み、文

化や工芸、北陸の豊富な観光資源に魅入られる毎日

を過ごしております。若輩故まだまだ学ぶ事ばかり

ですが、皆様と親交を深め、歴史と伝統を重んじ、北

陸の地に貢献できるよう努めたいと考える所存です。

BIPROGY共々、ご指導・ご鞭撻いただければ幸いです。

今後とも何卒宜しくお願い致します。
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入会挨拶

国際ロータリー第2610地区
2022-2023年度ガバナー
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 氏（富山南RC)

【プロフィール】

職業分類 科学機器販売

生年月日 1957年（昭和32年）9月8日生まれ

最終学歴 国士舘大学政経学部卒業

職　　歴

1985年 株式会社黒川製作所　入社

2005年 同社　代表取締役社長に就任

ロータリー歴

2000年6月2日 富山南ロータリークラブ入会

2006-2010年度 地区ロータリー財団委員会
 学友GSE小委員会委員　クラブ幹事

2010-2013年度 地区ロータリー財団委員会　副委員長

2013-2016年度 地区ロータリー財団委員会　委員長

2016-2017年度 地区ロータリー財団委員会　副委員長

2018-2019年度 地区副幹事　クラブ会長エレクト

2019-2020年度 クラブ会長　地区戦略計画特別委員会委員

ベネファクター 1回 ポールハリスフェロー 8回

メジャードナーレベル2 米山功労者 4回
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ようこそ黒川ガバナー！



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

ホームページは
コチラ！

Facebookは
コチラ！

■ ニコニコBox（敬称略・順不同）
松本浩平…本日の卓話に金沢学院大学の平木先生をお迎えしております。よ

ろしくお願いいたします。
厚見…平木先生のお話、楽しみにしております。
藤弥…一昨日は2022-23年度第1回のグリーン会が開催されました。同組

の高橋さん、朝倉さん、南さん、ありがとうございます。何と言っても、
後ろの組の白川さんがホールインワンを達成されました‼おめでとう
ございます‼

南　…土曜日のグリーン会で準優勝し、美味しいすき焼き肉をいただきまし
た。ありがとうございました。白川さんホールインワンおめでとうご
ざいました。

白川…一昨日のグリーン会にて会長賞をいただきました。松本会長、ごちそ
うさまでした！ありがとうございます。

北川…本日36ヵ年皆出席顕彰をいただきました。ありがとうございます。今
後もまだまだ頑張ります。

浅田久太…2012年、東京スカイツリー開業の年に社長に就任し、同じ年に
金沢東ロータリークラブに入会させていただきました。同期は杖村
頭取でした。早いものであれから10年。次なる10年を無事過ごせま
すよう精進いたします。

光林…結婚記念日・誕生日、Wでお祝ありがとうございます。先週スキューバ
のCカードを取得しました。アドバンス目指してガンバリます。58歳
の年もニコニコと。

　合計　522,000円　

❖  9 月 26 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 9月 5日 62 ／ 102　ホームクラブ　60.78％
 8月22日 ―／ 101　補正出席率　　―％
　　　　　　　　　　　　　       （出席免除会員2名）

〈 例会メニュー 〉
10/3 〈中華〉～食欲の秋～旬の食材で作る鳳凰の中華弁当
10/10　祝日休会
10/17　秋の観月例会
10/24　休会

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 3 日（月）例会 ❖

■ソング
“君が代”
“奉仕の理想”

■本日の卓話
10月  3日  第2610地区ガバナー
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氏（富山南RC）
  「ロータリーと共に」

■例会卓話予定
10月17日  秋の観月例会
10月31日  米山奨学生
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さん（金沢東RC）
  「徐 蓁瑩の自己紹介と糖尿病の研究」
11月  7日  大和証券㈱金沢支店長
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氏（金沢東RC）
  「当面の相場見通し」
11月14日  三井住友信託銀行㈱金沢支店兼金沢中央支店長
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氏（金沢東RC）
  「未定」
11月21日  ㈱NTTデータ北陸 代表取締役社長
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氏（金沢東RC）
  「未定」

■ おめでとう（敬称略）
◎10月お誕生日祝

松村　智巳　10. 1 中田　吉則　10.10 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
八木　光世　10.14 紙谷　一成　10.16 松本　浩平　10.17
蟹瀬　　克　10.23 宮川　隆也　10.23 北川　義信　10.24
光林　昭二　10.24

◎10月ご結婚記念日祝
鈴木　宗幸　10. 3 喜多　孝之　10.10 木屋　満晶　10.10
真鍋　　睦　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

◆ガバナー公式訪問会長幹事懇談会
日　時：10月3日（月）　11：30 ～ 12：15
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ10F「白山の間」
出席者：会長、幹事

◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日　時：10月3日（月）　11：30 ～
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ10F「加賀の間」
出席者：鶴見、小池田康秀、井上、大島淳光

◆秋の観月例会
日　時：10月17日（月）　18：30 ～
場　所：六角堂Grill＆Bar
会　費：会員10,000円、配偶者9,000円
　　※10/17（月）昼の通常例会はありません

◆国際ロータリー第2610地区2022-23年度地区大会
会　場：富山国際会議場、ANAクラウンプラザホテル富山
１日目：10月22日（土）
　　　　指導者育成セミナー
　　　　〔対象者〕会長、幹事、次年度会長、次年度幹事、地区委員長
　　　　RI会長代理御夫妻歓迎晩餐会
　　　　〔対象者〕会長、幹事、地区委員長
２日目：10月23日（日）
　　　　本会議Ⅰ・Ⅱ、基調講演、大懇親会
　　　　〔対象者〕全会員、ご家族、留学生、米山奨学生
登録料：会員13,000円（内クラブ負担3,000円）、ご家族8,000円
　　※10/24（月）例会は地区大会に振替となります

◆パスト会長懇談会
日　時：10月27日（木）　18：30 ～
場　所：かなざわ石亭
会　費：10,000円

10月は地域社会の経済発展月間･
米山月間です

10/10㈷・10/24㈪は休会です


