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「心から心へ −Heart to Heart−」

会長　鈴木 宗幸

　伝統ある金沢東ロータリークラ

ブ第54代会長を仰せつかり、身

の引き締まる思いと責任の重さを

感じています。

　来年は東クラブ55周年の節目

であります。来年度に繋げる意味

でも今年精一杯努めさせていただきますので何卒会員皆

様のご友情、お力添えを宜しくお願い致します。

 

　本年度RI会長　カルヤン・バネルジーのテーマは

「心の中を見つめよう　博愛を広げるために」　 

Reach Within to Embrace Humanity　であります。

　全世界で平和について語るには、まず自分の内面を見

つめ、その後に外に目を向けなければいけない。平和

を築こうと思えばまず自分の家族の平和を築き、地域社

会の平和を築かねばならない。心が平和であれば、 家庭

が平和になり、この平和を他の人々 と分かち合うことが

出来ると言うことです。

　愛する人、大切な人と一緒に居ることに喜びと満足を

感じるように、私達は、他者を大切にすることが出来る

のです。そして3つの強調事項に力を注いでいます。第

一に「強い家族を築くこと」第二に「私達が一番得意と      

することを継続していくこと」第三に「変える必要があ

ることは変えるということ」

　この方針を受け、2610地区炭谷亮一カバナー（金沢

百万石RC）は「Innovations For The Rotary Club 

---ロータリーに新風を---」を掲げました。

1　RI長期計画
　　①クラブのサポートと強化

　　②人道奉仕の重点化と増加

　　③公共イメージと認知度の向上

2　ロータリー財団
　　未来の夢計画　2年後の実施に向けての勉強

3　会員増強　強いロータリーを作るために

4　広報　ロータリーの存在をアピールする

5　職業奉仕　日本の経営の品格を目指して

6　国際奉仕・社会奉仕　ラオスに農業センターの寄贈

7　新世代　五大奉仕の調査･研究

8　ロータリー財団　財団の育成と推進

9　GSE
　　2011年9月カナダ･オンタリオ州7010地区へ1ヶ月派遣

10　米山記念奨学会
　　発展途上国の優秀な学生への奨学金の受給

11　IM　将来のロータリーの模索

以上地区方針を出されました。

　3月11日東日本を襲った地震と津波、それに原発の

事故。私達は同じ日本に生活する仲間としてこれほど悲

しい出来事はありませんでした。メンバーの中にも親戚、

友人の多くが被災されたと思います。哀悼の意を捧げる

とともに必ずや強い日本の復興に今ロータリークラブが

何が出来るかも模索してゆきたいと思います。   

　東ロータリークラブの良き伝統である、明るく楽しい

雰囲気を継続しつつ、今年度精一杯努めさせていただき

ますので、各委員長、会員の皆様方のご協力を宜しくお

願い致します。

　なお、地区委員に松尾久義パストガバナーはじめ、不

室昭職業奉仕委員長、国際青少年交換委員に中田吉則、    

竹松俊一両氏が出向されますので皆様方のご支援宜しく

お願い致します。
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新任挨拶
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2011 〜 2012 年度 金沢東ロータリークラブ理事・役員・委員会構成

委員会 委員長 担当委員長 副委員長 委　　　　　員

クラブ奉仕 半田　隆彦（理）

職業分類
会員選考 高桑　幸一（理） 中島　秀雄 紙谷　　穣、北川　義信、越原　悠三、諸江　賢二

会員増強 我妻　博志 宮本　亮一 金谷　道憲、西川　英治、若松　道行

ロータリー情報 浅田　裕久（理） 不室　　昭 小池田康成、松尾　久義、和田　清聡、山岸　敬秀

親　　睦 井内　邦俊 鈴木龍太郎

橋本　達矢、久内　　宏、井上英一郎、川本　紀男、
北　総一朗、国分　孝一、本谷　裕二、長沼　賢治、
根布　　寛、大神　哲明、高橋　　優、竹内　　靖、
徳野与志一

出　　席
ニコニコ 太田　有彦 伊東茂外樹 日根野幸子、山本　晴一

プログラム 田中　和彦 菊池　三春 古谷　俊明、鏑木　基由、高岩　　勝

会　　報
広　　報
雑　　誌

高屋喜久子 湊　　康久 太田　光尋、酒井　道行、立木　法之

職業奉仕
（ロータリー･ボランティア）

竹松　俊一（理） 村瀬　伸夫 水上　誠子、中西　弘信、岡田　直樹

社会奉仕
新世代

厚見　正充（理）
　　　　　　

環境保全
人間尊重 宮野　　敬 別川　　稔 久田　欣一、並木　幹夫

地域発展
奨学財団 朝倉　宏太 金子　福夫 原　　喜啓、南　　昭武、坂本　憲一

協同奉仕
（ローターアクト）

木藤万記子 宮本　秀夫 重松　　豊、長田　　稔

協同奉仕
（インターアクト）

木村　道明（理） 橋本　好哲 笠間　史盛、松本　巌夫、村田　　淳

国際奉仕
（ロータリー友情交換）

中田　吉則（理）

国際青少年計画
世界社会奉仕 石野　一樹 田中　照人 松木　浩一、中川　　衛、大島　国雄

ロータリー財団
米山記念奨学会 二木　克明(理) 荒木　吉雄 安達　　洋、不破　幸夫、松本　洋武

55 周年特別委員会 高桑　秀治（理）

会　長	 鈴木　宗幸（理）	 理　事（職業奉仕）	 竹松　俊一　　
副会長（会長エレクト）	 米沢　　寛（理）	 理　事（社会奉仕）	 厚見　正充
副会長（クラブ奉仕・会長ノミニー）	 半田　隆彦（理）	 理　事（国際奉仕）	 中田　吉則
幹　事	 松本　浩平（理）	 理　事（55周年）	 高桑　秀治
副幹事	 小池田康秀	 理　事	 浅田　裕久
S A A 	 能登健太朗（理）	 理　事	 二木　克明
副SAA	 冨久尾佳枝	 理　事	 木村　道明
会　計	 岩木　弘勝（理）	 理　事	 高桑　幸一
監　査	 若林　智雄	 理　事		
直前会長	 山﨑　修二	 直前幹事	

	 ＜地区委員＞	 パスト・ガバナー　松尾　久義	 職業奉仕委員長	 不室　　昭
	 	 	 国際青少年交換委員	 中田　吉則
	 	 	 国際青少年交換委員	 竹松　俊一

（2011,7,1 より実施）
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❖ 7 月4 日（月）例会❖

❖ソング
“君が代”
“奉仕の理想”

❖本日の卓話
7 月 4 日 会長・幹事新任挨拶

❖例会卓話予定
7 月11日 四大奉仕委員長新任挨拶
 臨時総会（決算・予算）
7 月 25日 石川テレビ放送㈱放送技術局
 局長　田作英雄氏
 「未定」

❖おめでとう（敬称略）
◎７月お誕生日祝

橋本　達矢　7.  2 並木　幹夫　7.13
松尾　久義　7.24 北　総一朗　7.26 

◎７月ご結婚記念日祝
本谷　裕二　7.  7

❖ニコニコBox（敬称略）
山﨑…一年間、本当にありがとうございました。幸せ～
鈴木宗幸…山﨑会長、一年間、会長職ご苦労様でした。後を

引き継ぎ来週から次年度が始まります。皆様よろしく
お願いいたします。

松本浩平…本年度、山﨑会長の下、幹事代行を務めさせてい
ただきました。来週から、気分をあらためて頑張りま
す。引き続きよろしくお願いいたします。

半田…山﨑会長の下、１年間職業奉仕委員長を務めさせてい
ただきました。ありがとうございました。

厚見…山﨑会長、全ての例会、事業、会議にパーフェクト出席、
おめでとうございます。１年間、大変お疲れ様でした。

日根野…１年間、SAAを務めさせていただきました。不手際
が多く、ご迷惑をかけました。本当にありがとうござ
いました。

鶴賀…長い間、お世話になりました。金沢東ロータリークラ
ブの益々のご盛会をお祈り申し上げます。

松本洋武…先週は、また難しい話をしてしまいました。ここ
で補習をいたしましょう。この世で極楽を見ようと借
金をし、地獄を覗くことになる。このとき弁護士は、手
を引いて助け上げてはなりません。自分で道を見つけ
られるように見守るだけとする。それが僕の流儀です。
「ロータリークラブに何年いても卒業証書を貰えな
い。」の意味もご理解いただいたと思います。卒業証
書を２枚なんて、とんでもないことですね。

木藤…ニコニコ委員を一年担当させていただき、ありがと
うございました。皆様からのコメントを噛まないよう
に、分かり易く、心を込めて読み上げさせていただき
ました。聞き辛い点が多々あったかと思いますが、お
許しを…。

累計　1,408,700円

❖ 6 月 27 日（月）例会報告 ❖

❖出席率報告
6 月13日 45 ／ 87　ホームクラブ　51.72％
6 月 6 日 79 ／ 87　補正出席率　　90.80％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員1名）

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか

◆新会員研修会
日　時：7月4日（月）　11:30 ～
場　所：金沢スカイホテル10F
出席予定者：鈴木宗幸、松本浩平、浅田、中西、不室、竹松、
　　　　小池田康秀、古谷、久内、井上、長沼、根布

◆金沢8RC幹事会
日　時：7月7日（木）　13:40 ～
場　所：松魚亭
出席予定者：松本浩平

◆米山カウンセラー研修会
日　時：7月9日（土）　14:00 ～ 16:00
場　所：金沢都ホテル5F 「兼六の間」
出席予定者：小池田康秀

◆新旧理事役員会
日　時：7月11日（月）　11:30 ～
場　所：金沢スカイホテル18F

◆ロータリー財団委員長会議
日　時：7月24日（日）　14:00 ～ 16:00
場　所：石川県地場産業振興センター新館 「第12研修室」
会　費：2,000円（クラブ負担）
出席予定者：荒木

◆インターアクト年次大会
日　時：8月25日（木）　10:00 ～ 15:00
場　所：アビオシティホール
会　費：5,000円（クラブ負担）
出席予定者：木村
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新旧会長 ･幹事
バッジ交換

（6 月 27 日例会）

山﨑会長から鈴木宗幸新会長へ 田中直前幹事から松本浩平新幹事へ

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

幹事　松本 浩平

　この度、2011－2012年度の幹

事を拝命いたしました松本浩平で

す。金沢東ロータリークラブのメ

ンバーの皆様に、あらためて、本

年度、鈴木会長の下で幹事を務め

させていただくに際し、ご挨拶を

申し上げます。

　まず、私とロータリーの関わりについて簡単にご紹介

申し上げます。

　私は、父が金沢RCに所属していた関係で、幼少のこ

ろよりアメリカ・カナダの交換留学生や、ベルギーから

の短期留学生をホストファミリーとして多数受け入れ、

私自身も1983年に第9680地区（オーストラリア シド

ニー）に１年間留学（遊学？）させていただきました。

1987年夏にはベルギーに短期交換学生として派遣し

ていただいております。多感な少年期から青年期にか

けて、普通ではできない貴重な体験・経験をロータリー

のバックアップで数多くさせていただきました。今思う

に、ロータリーの事業は、私の人間・人格形成において

大きな影響を与えていただいたとものと確信をしてお

りますし、心から感謝しております。

　私は、2007－2008年度、当クラブ50周年、中島会

長の年度に入会させていただきました。未だ5年足らず

のメンバー歴、活動でありますが、私は金沢東RCが大

好きです。東RCにはお歴々の先輩方がたくさんいらっ

しゃいますが、在籍歴の長短を問わず、全員が明るく楽

しく、和気藹々とした雰囲気で、ロータリークラブならで

はのおおらかさとたおやかさがあります。また、卯辰山

から金沢城趾、白山、そして日本海までもが一望でき、

毎週金沢の四季を感じることができるスカイホテルで

の例会も大好きです。

　本年度、鈴木宗幸会長の掲げる「心から心へ －

Heart to Heart－」を、例会をはじめ各委員会事業に

おいて、関わっていただくすべての皆様に感じていただ

けるよう、メンバーの皆様の活動がより一層有意義なも

のになるよう、一生懸命務めさせていただきます。今ま

でロータリーにいただいたご恩を少しでもお返しするこ

とができれば、とも思っております。

　未だ入会5年目の若輩でありますが、メンバーの皆様

のあたたかいご指導・ご鞭撻を心からお願い申し上げ

ます。１年間、どうぞよろしくお願い致します。


