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金沢東（月）／ＡＮＡホリデイ・イン金沢スカイ　金沢香林坊（月）／金沢東急ホテル　金沢みなと（火）／ANAクラウンプラザホテル金沢
金沢（水）／金沢ニューグランドホテル　　金沢北（木）／松魚亭　　金沢百万石（木）／ホテル日航金沢　　金沢西（金）／金沢都ホテル
※但し、金沢香林坊RCは18時30分点鐘、金沢百万石RCは19時点鐘です。
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例会場❖ホテル日航金沢
例会日❖毎週火曜日 12時30分～13時30分
事務局❖〒920-0869　金沢市上堤町1-15 金沢上堤町ビル
　　　　TEL.076-222-2525　FAX.076-224-2882
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世界へのプレゼントになろう
Be a gift to the world
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ロータリーを楽しむ地区テーマ

ロータリーは友情と奉仕の集団クラブ目標
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2016.6.7

6 月のロータリーレート　１ドル＝ 110円

6月  7日 立食例会
6月14日 退任挨拶
	 会長　幹事　常任委員会委員長
6月21日 最終夜間例会

卓話予定

14日（火） ６月定例理事会　例会終了後
21日（火） 最終夜間例会
	 　点鐘　18：30　　ホテル日航金沢

28日（火） 休　会

６月行事予定

5月17日　ゲスト　柳原行生会員

5月24日　ゲスト　野口　弘氏

６月のお祝い

◆誕生日◆

	 2 日	 中田　成正会員

	 6 日	 大原　浩幸会員

	 24 日	 髙木慎一朗会員

◆結婚記念日◆

	 7 日	 押野谷　正会員

	 11 日	 木村　正栄会員

	 15 日	 大原　浩幸会員

◆皆出席表彰◆

	 31 年	 鍔		一郎会員

	 15 年	 北		敏一会員

	 14 年	 浜上		満会員

	 10 年	 坂東久雄会員

	 10 年	 酒田長昭会員

	 １年	 須田武久会員



「大変やったわ！」
大　原　浩　幸

　平成20年1月4日当社が民事再生の申請を金沢地
方裁判所に提出した日です。前年12月中頃に前社長
より「10月に材料盗難にあい資材調達に資金が追い
付かないとの事と、主力金融機関からの融資が受け
られない」との理由で民事再生を決断したとの事で
した。
　説明では債務は無くなり身軽な会社になるので経
営は全く問題無いとの事でしたが、いざ裁判所に民
事再生の申請を提出した時点で新聞に載り、金融機
関・取引先・仕入れ先等への説明に明け暮れる毎日
でした。再生計画も前経営者と前会計事務所との間
で、前年の実績をベースで作成されましたが、会計事
務所も再生計画の経験も無く、いま思えば結構適当
な再生計画書の作成でした。浅はかな思いで民事再
生をしましたが、迷惑をかけた取引金融機関・取引
先・仕入れ先には理解してもらえず、再取引は絶望的
な状況でした。材料１つ買うにも新仕入れ先に代引き
で調達して運営していました。前経営者は計画的に、
自宅・預金も全て家族名義に変えてあり、全く被害無
しの状況で唖然とした思いが今でも思い出されます。
自分は会社保証人と言う立場で自宅・預金も全て担
保で押さえられ、自己破産の手続きもし、本当に裸一

貫の現実に苦悩な毎日を送っていました。いわばマイ
ナスからのスタートでした。会社経営もキャッシュフ
ローありきの経営で入金と支払いを日繰りの管理で
営業活動も出来ず追われる毎日でした。
　ただ家族に、不敏な思いをさせた事が悔やまれて
なりませんでした。一言では語れない毎日でしたが
様々な状況の中、大変な日々でしたが社員とその家
族を守ると豪語して会社を継続してきましたが、当時
の社員は殆ど転職してしまい、何のために頑張ってき
たのか？と思うこの頃です。
　あれから8年が経過しました。まだまだ不安定な
会社ですが、ひたすら受注活動と製造利益確保にパ
ワーを注いでいます。家族に支えられ友人に助けら
れ社員や廻りの方々にパワーを受けて日々の活力と
なる様頑張っています。
　最後になりますが、良き先輩の中島社長のお陰で
頑張れば報われる事も教えられ、またロータリーへ
も再入会できました。今では一つの励みとなっていま
す。廻りの人々に感謝する気持ちを忘れず、与えられ
た課題には全力で向き合い、対応して行きますので
今後ともご支援の程宜しくお願い致します。取り留め
の無い文面で失礼致します。

５月定例理事会議事録

●日　時 平成28年5月10日（火）	例会終了後

●場　所 ホテル日航金沢　5階　松の間

●審議事項
１．熊本地震被災者義援金の件
奉仕特別基金より一人あたり20,000円として
ガバナー事務所へ1,120,000円を送金する。
（RID2720　熊本地震総合支援室へ）

２．職業分類変更の件
「消防設備点検」を「建築消防防災」（新設）に変更
３．最終夜間例会の件
6月21日（火）
ホテル日航金沢　3階　ルミエール18：30
会費　5,000円

４．日台ロータリー親善会議（誘導担当）の件
当日参加者にお願いする。

次年度理事会議事録

●日　時 平成28年5月24日（火）	11：30

●場　所 ホテル日航金沢　孔雀の間

●審議事項
１．次年度予算案の件	 承認
２．炉辺会合日程の件
会員組織・クラブ広報（合同開催）	7月26日
クラブ運営	 8月23日
奉仕プロジェクト	 7月12日
入会２年未満の新会員も出席

３．お祝い品の件
誕生日お祝い品	 堀他
結婚記念日お祝い品	 メープルハウス
※当日会社宛に届ける。ただし、土日の場合は金曜日。

年間賞記念品（5年毎と、30年以上）	ギフトカード



●ソング 君が代・奉仕の理想

●出　席 47名　欠席/6名（他出席免除3名）

	 前回修正出席率　90.56％

●幹事報告

・ロータリーレート変更

　5月より、１ドル＝110円に変更になりました。

・本日例会終了後、5月定例理事会を開催します。

●ニコニコボック ス

北会員	──────────────────────

　入会月自祝。

平野会員─────────────────────

　結婚月です。

松本会員	─────────────────────

　年間賞自祝。皆様の30年間のご厚情有難うございま

した。

三好会員─────────────────────

　年間賞自祝。28年健康に感謝。

岩井会員	─────────────────────

　金沢市水泳協会で、「岩井康子杯」が制定されまし

た。年度内に最も優秀だった、シンクロナイズドスイミ

ングの選手に授与されるものです。立派なカップが出

来ました。

　・誕生日自祝。

東会員	──────────────────────

　結婚記念月です。家族に感謝です。

山田会員	─────────────────────

　誕生日自祝。

野畠会員	─────────────────────

　誕生日自祝。

第2278回　平成 28年 5月10日（火）　晴	 12:30 〜 13:30

　4月12日〜13日に社会奉仕事業の一環として『アサ

ヒビール大阪吹田工場』の見学と、その後の京都東山

RCとの親睦会を実施致しました。会員27名と夫人4名、

総勢32名は、12日	7：00に金沢駅西口を出発し、11：

15には工場見学をスタートしました。

　見学はスムーズに進み、昼過ぎには昼食が始まりま

したが、柳原会員のご厚意により、黒ビールを含めて生

ビールの飲み放題という嬉しい待遇でありました。京

都東山RCからも14名が参加され、談笑の花が咲きま

した。

　工場見学の後はバスで京都へ向かい、19：00からは

南禅寺福地町の『八千代』で京都東山RCとの親睦会と

なり、当クラブ32名と京都東山RC27名という大人数

でした。

　窓外にはまだ桜の花が見える中を、京都東山RCの

岩橋会長と、当クラブの北会長の挨拶で賑やかに始ま

りました。

　次の日は大津の『比良GC』でのゴルフ組と、市内で

大徳寺と竜安寺を巡る観光組とに分かれました。大徳

寺では秀吉と利休の因縁で有名な山門「金毛閣」に上

がり（通常は上がれない）、利休の木像と長谷川等伯

筆の龍の絵を見、法堂では狩野探幽斎筆による龍の絵

を見ました。そして最も有難かったのは、拝観を受け付

けていない塔頭の芳春院（前田利家の妻まつ）を、京

都東山ＲＣの戸田副会長の鶴の一声で貸し切り状態で

見られた事であり、有り得ない待遇でありました。観光

客で混む竜安寺を見た後バスに乗り、ゴルフ場でコン

ペ組と合流し、19：00過ぎには金沢へ到着致しました。

アサヒビール工場見学と京都東山ロータリークラブとの交流会
 社会奉仕委員長　木下　隆雄



６月５日（日）　第５回日台ロータリー親善会議
13：00〜14：00 登録受付 石川県立音楽堂コンサートホール
14：00〜16：00 会議、挨拶、活動報告
16：00〜17：30 記念講演 田中作次（ＲＩ元会長）

黄 其 光（ＲＩ直前会長）
18：00〜20：00 懇親会 ホテル日航金沢

第2281回　平成 28年 5月31日（火）	

●ソング それでこそロータリー

●出　席 46名　欠席/8名（他出席免除2名）

	 前回修正出席率　100％

●幹事報告

・来週5月31日は、6月5日の日台R親善会議に振替となっ

ています。通常例会はありません。

　また、6月5日の会議・式典のみ参加の方には、事前に

名札とプログラムを送付しますので、当日お待ちくださ

いますようお願いします。

●ニコニコボック ス

浜上会員	─────────────────────

　金沢市教育長野口弘様、本日の卓話よろしくお願い致

します。

坂東会員	─────────────────────

　金沢市教育長野口様、本日は、よろしくお願いします。

中島会員	─────────────────────

　入会月自祝。

谷﨑会員─────────────────────

　年間賞自祝。

本年度累計額　1,144,500円

●卓　話

「〜次代に伝えよう〜　日本人としての誇り」

金沢市教育長　　　　

野口　　弘	会員

第2280回　平成 28年 5月24日（火）　晴	 12:30 〜 13:30

●ソング 我等の生業

●出　席 40名　欠席/13名（他出席免除3名）

	 前回修正出席率　90.56％

●幹事報告

・熊本地震義援金として、奉仕特別基金より112万円（一

人あたり2万円）を送金しました。ガバナー事務所より、

第2720地区（熊本、大分）の「熊本地震総合支援室」

に送られます。

●ニコニコボック ス

北会員	──────────────────────

　柳原会員、先日の吹田工場見学、お世話いただき有

難うございました。本日の卓話、宜しくお願い致します。

　・少しだけ良い事がありました。

岩井会員	─────────────────────

　柳原様、卓話期待いたしております。

柳原会員	─────────────────────

　本日の卓話を務めさせていただきます。よろしくお願

い致します。

押野谷会員────────────────────

　柳原様、おいしいビールありがとうございました。

本年度累計額　1,136,000円

●卓　話

「アサヒビールの企業活動とCSR活動について」

金沢南RC　　　　

柳原　行生	会員

第2279回　平成 28年 5月17日（火）　曇り	 12:30 〜 13:30

津田会員	─────────────────────

　おかげ様にて23年、ありがとうございます。

平山会員	─────────────────────

　結婚記念日自祝。

中山会員	─────────────────────

　結婚記念日自祝。

押野谷会員	────────────────────

　先日のゴルフ同好会、多数ご参加下さり有難うござ

いました。

本年度累計額　1,125,000円


