第 1446 回例会 2016 年 12 月 20 日(火)18：30 開会点鐘 あえの風にて
ク リ ス マ ス 親 睦 家 族 例 会
例会

懇親会

◎開会点鐘
◎ロータリーソング｢奉仕の理想｣
◎会長挨拶 戸田会長
◎幹事報告 寺田幹事
◎委員会報告
◎閉会点鐘

◎オープニング ゆるキャラ集合
◎開宴挨拶と乾杯 森副会長
◎歓談
◎家族紹介
◎お楽しみ
◎ロータリーソング｢手に手つないで｣
◎閉宴挨拶
鳥畑副会長

第 1445 回例会(12/13)報告
進行：中越 SAA
◎開会点鐘
◎会長挨拶 戸田 会長
京都清水寺での今年の漢字は「金」でしたが、良く
も悪しくも様々なとらえ方ができる一字となりました。
京都といえば、今月初めに紅葉狩りにでかけたので
すが、例年より 10 日ほど色づきが早く、ほとんど見頃
は過ぎていました。それでは、国宝巡りをしようとい
うことになり、まず最初に向かったのが、
「三十三間堂」
でした。正式には、蓮華王院（国宝）といいますが、
総ヒノキ造りの長いお堂（約 120ｍ）の柱間が 33 ある
ところから、通称「三十三間堂」と呼ばれ、堂内には
1001 体の観音像がまつられ、その前には、雷神・風神
像（国宝）をはじめ 28 体の仏像（国宝）が並び壮観の
一語につきます。そのあと、すぐ隣の長谷川等伯の「楓
図」のある「智積院」を訪れ、長男の久蔵作といわれ
る「桜図」も堪能してきました。また、京都御所も今
年の 7 月から通年で一般公開をしていると聞きました
ので、訪れました。さすがに入口では、皇宮警察によ
る手荷物検査もありましたが、ここでの拝観料は無料
でした。ところで、私は京都御所と京都御苑の違いを
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クリスマス親睦家族例会 〔18:30 あえの風〕
(送迎バス 七尾商工会議所前 17:50)

休会②
休会③
11 日(水)に変更
七尾鹿島四 RC 合同新年互例会〔18:30 あえの風〕
(送迎バス 七尾商工会議所前 17:45)

しっかり把握していなかったのですが、京都御苑（環
境省の管轄の国民公園で新宿御苑、皇居外苑など）の
中に京都御所（宮内庁管轄）や大宮御所、仙洞御所が
あることを初めて知りました。その他、2,3 か所を巡り
ましたが、ゆったりと大変良い小旅行となりました。
本日も、たくさんの出席ありがとうございます。
◎幹事報告 寺田 幹事
・あづみ野 RC 創立 30 周年記念誌拝受 → 回覧
・七尾鹿島四 RC 合同新年互例会(1/11) → 回覧
◎出席報告 浜田 出席小委員長
会員総数 46 名(内、出席規定適用の免除者 4 名)出席者 39 名
◎ニコニコ箱紹介 木村 ニコニコ箱小委員長
戸田 寒暖の差が激しいですね、体調に気をつけて下
さい。茶谷さん卓話楽しみです。
姥浦昭二 仕事の都合で例会を早退致します。茶谷さ
んの卓話は来週の週報を読ませて頂きます。
間蔵 茶谷さん卓話楽しみです。貴殿にはいつも驚か
されます。
木下徳泰 金曜日石川テレビの取材がありました。本
日 18 時 15 分からのニュースです。10 分程映ってる
週報担当
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戸田 一明
森 仁志
鳥畑 弘
寺田 彰
今井 富夫

ようです。皆さん見て下さい。
山田 茶谷会員、卓話ごくろうさまです。何の話かな!!
中越 もうすぐクリスマス。又サイフの中がからっぽ
になる。当家は仏教なんだけど。茶谷さんご苦労さ
んです。
川島 茶谷さん、卓話たのしみにしています！
茶谷 約 2 年ぶりの卓話です。宜しくお願い致します
多田・森・鳥畑・今井・松井・三井・寺田・姥浦敏明・
中野・久保・松野・勝木・魚岸・西野・山本勝義・
岡崎・奥井
師走！多忙です。皆様風邪などにお気をつけ下さい。
茶谷さん卓話楽しみです！
12/13 日計 28,000 円
累計 623,400 円

◎会員卓話

茶 谷 義 隆 会員

先月、税理士事務所の所長が亡くなり、その後を
継ぐ形で税理士事務所を開業いたしました。クラブ
からお祝いをいただき、この場をお借りしてお礼申
し上げます。
約 2 年半前、木下徳泰さんのお誘いで、みなとロ
ータリークラブに入会し、2 年前の 10 月以来の卓話
となります。前回は、税務署退職後、今までの経験
と知識がロータリークラブの活動と地域の活性化の
ために役に立てばと締めくくらせていただきました。
その後の活動内容はと言いますと私の Facebook
の自己紹介欄に掲載しているのですが 26 年 6 月に
ファイナンシャルプランナーの資格を取りました。
これからの時代、申告書が書けるだけの税理士は
不要となると考え、金融、保険、不動産、ライフプ
ラン、リタイアメントプランを学ぶため、ＦＰの資
格をとりました。その中で、石川県支部幹事に任命
され、研修会、フォーラムなど支部活動を実施して
ます。
次に、退職後まもなく、税務署の先輩の勧めで保
険会社の代理店の資格を取りに行きました。
税理士としては、昨年の総会人事で若輩ながら支
部総務部長の大役を仰せつかり、役員会の準備等調
整で右往左往しています。
のとしんの紹介で、創業者応援カルテットに関わ
ることになり、商工会議所への出入りをしている中
で、消費税相談を行うようになり、昨年４月より北
陸税理士会七尾支部からの派遣税理士として 2 週間
に１度の割合で税務相談に対応しています。
花嫁のれん館のオープンを機に、地元一本杉通り
の活性化や人の集まれる場所をとお食事処「網元（あ

」を運営する株式会
みげん）
社七尾クリエイトを設立し
ました。
海鮮丼の状況はというと、
まだまだ一本杉通りを歩く
人が少ないので、花嫁のれ
ん館のＰＲとともに一本杉
通りを訪れる人が増えるよ
う努力していく。これがで
きないと七尾の未来はないと思っています。
七尾クリエイトの事業目的の中には、飲食店のほ
かに酒類など地元特産品の販売や各種イベント企画
を掲げています。もう間もなく七尾のお酒が出来上
がります。是非、試飲会にお越しください。
花嫁のれん館のオープンにより御祓公民館の人事
異動があり、中学校バレー部のコーチが館長となり、
副館長の指名を受けました。先週金土と韓国の金泉
市(キムチョン市)からの歌劇舞踊の団体との交流会
があり、司会を行いました。
でか山に関しては、かなりブランクがあったもの
の、若衆を引退した「みかど会」に入れていただき、
若衆に負けないよう努力をしています。
石川ミリオンスターズ、金沢武士団とプロスポー
ツの後援会としてお手伝いしていますが、学生時代
はバレーボールをしており、そのつながりで七尾市
バレーボール協会の常任理事となっています。バレ
ーに関しては、理事長の浅野さんには申し訳ないで
すがあまり活動できていません。
石川ミリオンスターズとの関わり合いは、年会費
１万円で 10 試合見れるチケット引換券と選手との
身近な交流会がきっかけで選手や社長とお会いして
いる間に後援会幹事となりました。
石川ミリオンスターズとの関わりを知った方から
プロバスケットボールも紹介され、先日卓話いただ
いた中野社長とのお付き合いから、アンバサダー、
後援会副会長となりました。
このように振り返ると、人との出会いがまた新た
な人へつながりそれが今の自分、これからの自分の
財産になると思っています。正直言ってそれが直接
収入にはつながりませんが、長い間に自分が生きて
いく支えとなってくれると信じています。
これからも、職業人として皆様のご支援、ご協力
をお願いして本日の卓話を締めくくりたいと思いま
す。
◎閉会点鐘

次回予告
１月１１日（水）１８:３０開会点鐘 あえの風
七尾鹿島四ロータリークラブ合同新年互例会
〔送迎バスは、17:45 に七尾商工会議所前より出発〕
１月１７日（火）１２:３０開会点鐘 番伊
年男会員卓話 佐味貫義 会員

〔週報担当：奥井〕

今週の例会担当者： クラブ奉仕委員全員
(12/20)
次々回の例会担当者：木村、三井、永江、
川島、岡崎
(1/17)

