
ロータリーは人道的な奉仕を行い、あらゆる職業において高度の道徳的水準を
守ることを奨励し、かつ世界における親善と平和の確立に寄与することを目指した、

事業及び専門職務に携わる指導者が世界的に結び合った団体です。

20世紀初頭、アメリカの経済発展の陰では商業道徳の欠如が見られるようになりました。
そのような中、シカゴにて弁護士ポール･ハリス(1868‐1947)が友人3名と、お互いに信頼で
きる公正な取引をし、仕事上の付き合いがそのまま親友関係に発展するような仲間を増や
す趣旨の会合を開くことを考えました。このようにして、1905年2月23日にロータリークラブ
が誕生しました。この名前は、集会を各自の事務所を持ち回りで順番に開くことに由来して
います。時代と共に少しずつ目的も改正され、現在では(1)奉仕の機会として知合いを広め、
(2)自己の職業の道徳的水準を高め、(3)個人の生活全般に奉仕の理想を適用し、(4)国
際的な理解と親善と平和を推進することを目標とする団体として活動しております。志を同
じくするクラブが世界各地に広がり、今では200以上の国に広がり、クラブ数36,994、会員
総数118万人以上に達しています。日本では、2,224のクラブに、84,808名の会員達が活
動しています。

ロータリーのモットー『4つのテスト』
Ⅰ．真実かどうか Ⅱ．みんなに公平か
Ⅲ．好意と友情を深めるか Ⅳ．みんなのためになるかどうか

クラブ創立年月日 1997年8月31日

スポンサークラブ 河北ロータリークラブ

友好クラブ
台北新都ロータリークラブ（台湾）

2016年4月提携

区域限界 かほく市、津幡町、内灘町

例会場
勝﨑館（料理旅館）
TEL：076-289-2161

例会日 毎週月曜日 18：30～19：30

事務局 〒929-0327
河北郡津幡町庄イ2番地1（勝﨑館内）

TEL：076-288-8855 FAX：076-288-8856

E-mail  k.minami@proof.ocn.ne.jp

URL  https://kahokuminami-rc.jp/

年会費 ￥180,000（食事費別 1食1,500円）

一般参加費
￥1,500（食事代のみ）

※ﾛｰﾀﾘｱﾝのﾋﾞｼﾞﾀｰ費は￥2,000

会員数 26名

2021-2022年度 河北南ロータリークラブ会長
旭電機設備工業(株) 取締役会長 西 茂

各界の権威をお招きしての懇談や、時には会員が
自分の職業についてのスピーチを行うなど、
食事をしながら親睦と理解を深めていきます。

（新型コロナウイルス流行時は、会場内での食事は自粛）

第2610地区（石川・富山地区）では、
毎年秋に地区大会を開催。ご当地の

魅力を発信しています。

当クラブでは台北新都ロータリー
クラブと友好クラブ関係を締結。
隔年でお互いに訪問しています。
（※新型コロナウイルス流行時は自粛）

よしなかくん ©津幡町

津幡町の老舗旅館が例会場

七尾線「本津幡駅」から徒歩7分
津幡バイパス「中橋IC」から車で5分

国内 海外

松下幸之助 （パナソニック創業者） ジョン・F・ケネディ （第35代アメリカ合衆国大統領）

伊藤忠兵衛 （伊藤忠商事・丸紅創業者） ジョージ・ウォーカー・ブッシュ （第43代アメリカ合衆国大統領）

小林一三 （阪急電鉄創業者） ダグラス・マッカーサー （アメリカの軍人、陸軍元帥）

千宗室 （茶道裏千家前家元15代汎叟宗室） ウィンストン・チャーチル （イギリスの政治家、軍人、作家）

瀬戸内寂聴 （天台宗の尼僧） マーガレット・サッチャー （イギリス初の女性首相）

司葉子 （女優・日本大正村第二代村長） トーマス・エジソン （アメリカ合衆国の発明家、起業家）

ロータリーの友2022年 1号より引用・一部改変

著名なロータリアン

（2022年1月作成／文章：岡田等／デザイン・編集：加茂川寛之）
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海外との定期的な交流会

( URL http://rotary-no-tomo.jp/ )

※撮影のために特別にマスクを外しております

氏 名 会 社 名 職業分類 P R

松田 茂
（名誉会員）

㈲松田錺工所 錺工
地域に根付いた貢献をしたく
河北南ロータリークラブを設立

粟田 卓二 ㈲マルサン 理容業 地域と笑顔に貢献

飯田 道昭 ㈲プランドル・飯田
刺繍・丸編みニット

製造販売
刺繍加工および、ニット製品の製造販売

五十嵐 光峯 倶利迦羅不動寺 寺院
地域に貢献し、老若男女に開かれた
寺院になれるよう尽力していきます

岡田 等 オカダ合金㈱ 合金製造
強く様々な形作るアルミの鋳造業
クラブの異業種交流が活力源です！

岡本 壮生 ㈱スイベル 建築設計業
住宅・店舗を問わず、お気軽に

ご相談ください。https://swivel.style

勝﨑 猛 勝﨑館 料理旅館
公衆浴場も備えた総合旅館

宴会、お祝いがありましたら当館まで

加茂川 寛之 ㈲加茂川商店 燃料販売
LPガス・灯油の配送、機器工事
ご家庭にぬくもりをお届けします

川江 泰博
㈲アータイ
トランスポート

区域運輸
貸し切りトラックで荷物を全国配送

4 t ～ 10 t 車まで取り揃えております

川端 茂 ㈱コントラック 地盤改良
資産価値を落とさない
天然採石による地盤改良

蔵西 順治 ㈱クラニシ 土木建設
暮らしを二倍良くする

クラニシです

小林 博子 ㈲北国福祉医療開発 社会福祉事業
「愛の風で、できることは何でもさせて頂きます」を

モットーに頑張っている施設です

髙松 祐輔 Ｔ．プロダクト㈱ 溶接板金 機械作りで世に貢献

多川 裕満 ㈱多川製作所 機械加工 ものづくりで世界に貢献

竹澤 庄一
福井貨物自動車㈱

富山営業部
特責運輸

安全輸送を徹底し、
日本の物流を支えます

端保 宏郷
端保社会保険労務士

事務所
社会保険労務士

経営というリングで戦う社長様の
よきセコンドとなります

中村 和也 ㈱ナカムラ工業 土木工事 土木工事で地域の発展に尽くします

中村 正司 ㈲フジ宣伝 看板業
看板で、あなたのお店を
まごころでサポートします !

西 茂 旭電機設備工業㈱ 制御機器 目的を持って行動する

原田 充
原田 充

行政書士事務所
行政書士

中小企業、個人事業主を
国と一緒に支援いたします！

東 皆子 ㈲東プロジェクト 社会福祉事業
介護の必要になった方々にも

「人間らしい生活」をサポートします

広瀬 和人 広瀬産業㈱ 工業用ゴム製品
IT、医療機器、車載、産業機器など
各分野のシリコンゴム製品を生産

村谷 哲也 ㈱津幡工業 配管・土木工事
上下水道で、皆様のライフラインを繋ぎます

「超我の精神」で楽しく活動中

村中 高次郎 ㈱アータイ 自動車工業
バイクから大型バスまで車検整備
世界中のクラブにお邪魔します！

横見 健太 津幡法律事務所 弁護士
身近・迅速・適正な

法的サービスを提供します

米田 誠 ㈱レンタコム・エイシー
物品賃貸業
足場工事

お問い合わせ頂いてからの素早い
対応に自信があります！

HP E-mail

河北南ロータリークラブは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

石川県の中央に位置し、河北潟や倶利伽羅峠など交通の要所として古くから
知られる河北郡津幡町を中心として活動している河北南ロータリークラブでは、
『職業を通じて活き活きとした地域づくりや豊かな文化の創造に貢献したい』
『未来を担う子どもたちや若者を支援したい』『人々が健康で平和に暮らせる

世界をつくりたい』、このようなロータリーの奉仕の理想を胸に、地域に根ざした
活動を展開しています。



ロータリーの歴史から起業家精神を学ぶ抄読会形式の勉強会です。各自の
成功談や失敗談も交え、ここでしか味わえない貴重な「学びの場」です。

力一杯仕事や奉仕活動できるのも、それを支えてくれる家族のお陰です。
家族への感謝の気持ちを表し、子供も大人も楽しむ親睦会を行っています。

河北潟干拓地に野鳥を呼びたいとの要望に応えるべく、約２００mの一帯を
『ロータリーロード』として、栗やクルミなどを植樹・整備しています。

将来的には、地域の人々が自然と触れ合う憩いの場となることを願っています。

健全な青少年を育成すべく毎年３月に石川県内の小学生を対象にした
「河北南RC杯争奪 学童野球加賀能登大会」を後援しています。

世間のプロ野球開幕に先立ち、いよいよ野球シーズン到来と親しまれています。

人間に特異的に感染して病気となるポリオウイルス。
現在、世界中の国際機関で取り組まれている「ポリオ撲滅活動」に

ロータリークラブも参画しております。

日本初のロータリークラブ設立者である故米山梅吉氏が行った学生支援の
功績を記念した奨学金制度。優秀な外国人留学生を国際平和に貢献でき
得る人材に育成すべく、独自のお世話クラブとして支援を行います。

平成30年11月1日 倶利迦羅刀剣会にて、
会場整理に協力しながら募金活動 ロータリークラブ創設に至る歴史背景を知り、事業者として大切なことを学びます

マジシャンによる余興などで、みんな大盛り上がり

津幡バイパス舟橋JCTから車でおよそ5分

平成20年6月に始まり少しずつ植樹をしています。

ともえちゃん
©津幡町

モーちゃん

カーくん

2019年の地区大会優勝

富陽学童野球クラブ（根上）

奉仕テーマ 奉仕テーマ
７月 新年度初め 1月 職業奉仕
8月 会員増強及び拡大 2月 平和と紛争予防/紛争解決
9月 基本的教育と識字率向上 3月 水と衛星
10月 経済と地域社会の発展/米山奨学生 4月 母子の健康
11月 ロータリー財団 5月 青少年奉仕
12月 疾病予防と治療 6月 親睦活動

年間スケジュール

にゃんたろう
©かほく市

河北潟干拓土地改良区
河北潟産業研修館
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令和元年11月23日

小矢部
→

１月の第一例会には皆で初詣に参拝します

2019年末から新型コロナウイルスが世界中でまん延したために、多くの経済活動が
自粛されました。そのような中でも、せめて良いものを食べてもらおうと、一人親世帯
向けに飲食店を経営するクラブ会員の特製弁当を無償でお配りいたしました。

2020年5月30日
勝﨑館前にて

2021年の地区大会優勝

中条ブルーインパルス（津幡）

2021～2022年度奨学生
キム サム ヨ ン チョウ セイ

（写真左）金三英 （写真右）趙静
（韓国出身） （中国・江蘇省出身）

北陸先端科学技術大学院 北陸大学

先端科学技術研究科 経済経営学部

※撮影のために特別にマスクを外しております

日本の豪雪地帯としても知られる石川県では、時々1mを超える積雪に
悩まされます。そのような大雪の時でも、町の経済活動や、子供達の

学業が速やかに復旧できるように、自治体へ除雪機の寄贈を行いました。

留学生からは、母国や研究内容を紹介して
もらい、異文化交流を行っています。

ウッチー ナディ
©内灘町2021年11月20日

七塚健康福祉センター前にて
2021年12月11日
勝﨑館前にて

河北潟一周駅伝にて、会場をお借りして募金活動

令和 3年11月23日

YAMAHA製除雪機

「YU240」を寄贈


