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「心から心 -- Heart to Heart --」
一年間有り難うございました。

会長　鈴木 宗幸

　歴史と伝統ある金沢東ロータ

リークラブ第54代の会長を務め

る事が出来、誠に有り難うござい

ました。思い起こせばアッと言う

間の一年でした。就任早々時、私

に果たして会長職が務まるかどうか不安なスタートでし

たが、理事、役員、委員長のご活躍のお陰で毎週楽しく

会長職を無事に務めさせて頂きました。特に一年を通じ

て感じた事は、我が東クラブの良き伝統である「みんな

仲良く楽しく」と言う気持ちが会員相互に深く根付いて

いると言う事でした。今年のテーマは「心から心へ」と

言うスローガンを掲げました。毎週のご挨拶には常に

Heartに残るようなお話に心がけましたが、どうも自己

満足に終わってしまったような気がします。

　毎週の例会では井内元委員長、鈴木龍太郎委員長そ

して親睦委員会の皆様の温かいお出迎えに始まり、ホッ

トな卓話講師をお呼び頂いたプログラム委員会の田中

委員長、又能登健太朗SAAには軽快な語りと食事内容

にも気を使って頂き誠に有り難うございました。

　元気一杯のニコニコ太田委員長有り難うございまし

た。

　昨年10月には職業奉仕委員会の事業で普段は見学で

きない東京証券取引所や日本銀行の視察など竹松委員

長ならではの研修旅行を楽しくさせていただきました。

　残念だった事は震災の影響で交換留学生のお一人が

帰国されましたが、最後まで研修を終えたエイシャが泣

きながら空港で別れた事が良い思い出になりました。中

田委員長、留学生を受け入れて頂いたご家庭には物心共

にお世話になりました。国際青少年計画の石野委員長、

米山とロータリー財団を担当して頂いた二木委員長ご苦

労様でした。

　社会奉仕の厚見委員長はじめ人間尊重委員会の宮野

委員長には第26回愛の献血運動を見事に成し遂げて頂

きました。継続は力なりと申しますが、この事業は今後

とも東クラブとして続けなければいけないと思います。

地域発展、奨学財団の朝倉委員長には社会福祉施設訪

問と助成金の授与、又金商高校への図書寄贈で最後ま

で有り難うございました。ローターアクトの木藤委員長

とローターアクト会長幹事会議に出席した事は良き思い

出になりました。毎週の広報誌の作成に高屋委員長ご苦

労様でした。

　本年13名の新会員を迎える事が出来ました。会員増

強の我妻委員長有り難うございました。又毎回新会員の

オリエンテーションを担当頂きました浅田先輩、監査の

若林先輩には深く感謝申し上げます。

　最後に一年全てを取り仕切り支えて頂いた松本幹事に

は心から感謝と御礼申し上げます。

　来年は米沢会長の下55周年が開催されます。来年の

事業の成功をお祈り申し上げ、退任のご挨拶とさせてい

ただきます。一年間誠に有り難うございました。
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退任挨拶
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6月は親睦活動月間です
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❖ 6 月 25 日（月）例会❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
  6 月25日 会長・幹事退任挨拶

■例会卓話予定
  7 月  2日 会長・幹事新任挨拶
  7 月  9日 臨時総会（決算・予算）
 4大奉仕委員長新任挨拶
  7 月23日 金沢星稜大学人間科学部准教授　直

な お え

江学
ま な み

美氏
 「未定」
  7 月30日 交換学生　瀬

せ と

戸利
り え

えさん
 「帰国報告」
  8 月  6日 ㈱日本政策金融公庫
 中小企業事業統轄　永

な が た

田直
な お や

也氏
 「未定」
  8 月13日 休会
  8 月20日 米山奨学生　 劉

りゅう

　丹
たん

氏（野々市RC）
 「未定」
  8 月27日 夏の納涼例会
  9 月  3日 RI第2610地区ガバナー　中

な か お

尾哲
て つ お

雄氏
 「ガバナー公式訪問」

■ニコニコBox（敬称略）
在田（高岡西RC）…日頃、弊社の荒木吉雄が大変お世話にな

り、ありがとうございます。鈴木会長はじめ沢山の知り
合いがおられ、楽しく過ごさせていただきました。

古谷…退会させていただきます。転勤の為です。長い間、お世
話になりました。

勝浦…本日、卓話を担当させていただきます。人前で話をする
のは得意ではありませんが、精一杯説明いたしますので、
ご清聴よろしくお願いします。

久田…6月5日、先週火曜日に満83才を迎えました。厚労省平

成22年度版平均余命表では、あと7.06年ということに
なりますが、果たして…

平野…誕生日のお祝をいただきました。久し振りに誕生日に
プレゼントをいただいたように思います。ありがとうご
ざいました。

久田…53回目の結婚記念日に美しいお花をありがとうござい
ました。目下、老老介護で妻に恩返しをしています。

和田…結婚記念日にお花をいただきました。ありがとうござ
います。

中田…結婚記念日のお花をありがとうございます。たぶん28
年目だと思います。

宮野…今年度最終コンペで、パートナーとハンディに恵まれ、
まさかの有終の美を飾ることが出来ました。さらに会
長賞もご配慮いただき、感激です。パートナーの北川会
員、高桑会員、坂本会員に感謝いたします。ありがとう
ございました。

累計　1,532,300円

❖ 6 月 11 日（月）例会報告❖

■出席率報告
 5 月28日 52 ／ 86　ホームクラブ　60.47％
 5 月21日 77 ／ 86　補正出席率　　89.53％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

◆奨学財団図書目録贈呈式

日　時：6月25日（月） 13:30〜 例会にて

場　所：金沢スカイホテル18F

◆ロータリー情報委員会（新会員研修）

日　時：7月2日（月） 11:30〜

場　所：金沢スカイホテル18F

出席予定者：紙谷、絹川、中村、白川、米沢、小池田康秀、

　　　　浅田、山崎、宮本亮一、不室、別川、徳野

◆金沢東ローターアクト例会

日　時：7月2日（月） 20:00〜

場　所：金沢スカイホテル16F「レインボー」

出席予定者：米沢、小池田康秀、朝倉、宮本亮一

◆新旧理事役員会

日　時：7月9日（月） 11:30〜

場　所：金沢スカイホテル18F

出席予定者：新旧理事役員

〈 例会メニュー 〉
 6月25日 〈中華〉夏野菜をふんだんに使って
7月  2日 〈和食〉夏の加賀野菜薬膳
7月  9日 〈洋食〉旬の魚介と夏野菜のオリエンタル風
7月23日 〈中華〉イベリコ豚の『酢豚』＆鳳凰人気料理
7月30日 〈洋食〉夏を乗り切る牛フィレ肉のグリル

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

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

Smile, Sing a Song
Smile and the world smiles with you,

Sing a song.
Don't be weary, Just be cheery all day

long.
Whenever your trials, Your troubles and

your care
Seem to be more than you can really bear
Smile and the world smiles with you,

Sing a song.
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～宮野会員自ら勇退に花を添える～

　6月2日、金沢市の百万石まつりの当日、片山津ゴルフ

倶楽部「加賀コース」において、16名の参加で本年度最後

のグリーン会が開催され、ゴルフ自慢が腕を競いました。

　ベテラン・中堅・若手とそれぞれに、それなりのスコア

で皆満足げでありました。中でも、今月で残念ながら勇退

をされる宮野会員が、見事なスコアで優勝をされました。

最近のゴルフ会では常に上位に名前を連ねておりました

が、さすがに、飛ぶ鳥跡を濁さずというか、優勝・会長賞

をはじめ持ちきれないほどの賞品を抱え、満面の笑みを

浮かべ、勝ち誇った中に謙虚さが垣間見える宮野会員ら

しいご挨拶もありました。

　宮野氏には、ますますご健康で更なるご活躍をお祈り

いたします。おかげさまで今年度のゴルフ会は、皆様のご

協力で無事終了することができました。来年度も、沢山の

会員の参加をお願いし、今年度の御礼と致します。

　尚、成績は次の通りです。

≪成　績≫ OUT I Ｎ GRS HDCP NET

■優　勝……宮野　　敬 48 46 94 22.8 71.2
■準優勝……浅田　裕久 48 48 96 22.8 73.2
■３　位……山岸　敬秀 50 42 92 18.0 74.0
≪特別賞≫
■ BG賞……高桑　幸一　　
■大波賞……山岸　敬秀 ■小波賞……高桑　幸一
■水平賞……浅田　裕久 
■ DC賞……№   3  高桑　幸一　№ 11  浅田　裕久
■ NP 賞……№   4  高桑　幸一　№   7  徳野与志一
　　　　　　№ 12  松本　巌夫　№ 17  宮野　　敬
■優勝パートナー賞…北川　義信、高桑　幸一、坂本　憲一
■ＢＭパートナー賞…竹内　　靖、本谷　裕二、向井　健夫

（記　ゴルフ部会長：徳野与志一）

金沢東ロータリークラブ会員の皆様

　突然ですが、私古谷（ふるたに）は25日付で中日新聞

取締役北陸本社代表を退任し、名古屋にある関係会社・

中日サービスに移ることになりました。本来なら直接ご

あいさつを申し上げるべきところですが、例会日が株主

総会などと重なり、このような形で退会のごあいさつを

申し上げること大変申し訳ありません。

　わたしが当クラブに入会させていただいたのは

2005年8月1日です。以来、例会の欠席が多くメーク

アップで帳尻合わせをする不良会員で申し訳ありませ

んでした。帳尻があっていたのか自信がありませんが、

毎年皆出席賞をいただきました。すべては歴代会長様を

はじめ会員皆様の寛容の精神のおかげであると心から

感謝を申し上げます。

　新しい仕事に移りましても、年に何回かは金沢に出向

く用件があります。片町などですれ違った際には「やー、

やー」と声を掛けていただければ幸いです。

　金沢東ロータリークラブのますますのご繁栄と、会員

の皆様のご健勝をお祈りし、退会のあいさつとさせて

いただきます。長い間、公私ともに大変お世話になりあ

りがとうございました。

　2012年6月

古
ふるたに

谷俊明
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退会あいさつ
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第４回グリーン会ゴルフコンペ
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幹事　松本 浩平

　創立54年の歴史と伝統ある金

沢東ロータリークラブの幹事とい

う大役を務めさせていただく機会

を賜り誠にありがとうございまし

た。至らぬ点・不足の点・ご迷惑を

おかけした点、多々あったかと存

じますが、なんとか、ようやく、年

度を終える日を迎えることができ、安堵しております。

まずは、メンバーの皆様の寛容なるお心と御対応に心

から感謝と御礼を申し上げます。

　振り返るに、2010－11年度、山﨑修二会長のもと経

緯（いきさつ）あって副幹事から突然幹事代行になり、

「代行」にはほど遠い私の「蛇行」幹事がスタートしま

した。入会4年目でわからないことが多く、右へ行った

り左へ行ったり、まさに蛇行の連続で山﨑会長には、お

役に立つどころか、たくさんご迷惑をおかけいたしまし

た。本来会長の補佐として総体を把握し取り仕切らな

ければいけないところ、逆に山﨑会長には幹事の職務、

心構えなど、いろいろなことを優しくお教えいただきま

した。

　代行運転も一年が過ぎ、昨年7月、いよいよ2011－12

鈴木年度がスタートしました。代行とはいえ、一年間幹

事職を経験し、一通りわかっているつもりでありました

が、情けないことにスムーズに進捗しないことや、まだ

まだ解っていなかったこと、突発案件への対応、気配

り・目配り・心配りの不足などなど、またまた鈴木会長

のお手を煩わせてしまい、厳しいご指導のもと反省の

日々でありました。鈴木会長、山﨑会長に「松本には2年

も幹事をやってもらって・・・」とお気遣いを頂くたびに、

十分に役に立てていない自分にはがゆさと恥ずかしさ

を感じていました。

　3・11に関わる被災地への義捐金と交換留学生の対

応、2610地区ラオス事業への当クラブとしてのスタン

ス・対応、事務局移転など、いろいろなことがありまし

たが、本年度、鈴木会長が標榜された金沢東RCの「明

るく楽しい雰囲気の継承」は、事業をご担当いただいた

各委員長をはじめ、メンバー全員の皆様の“heart to 

heart”のお蔭でしっかりと達成された一年であったの

ではないかと実感しています。

　若干特殊な事情で2年間幹事職に関わることになり、

こうして二人の会長にお仕えすることができたのも、ご

縁であり、私にとってたいへん貴重な経験となりました。

ロータリーに止まらず、本当にいろいろなことを勉強さ

せていただいた2年間でした。いろいろな方々にお支え

をいただきましたが、大所高所よりご指導・ご鞭撻を頂

いた鈴木会長・山﨑直前会長、物心両面にわたりサポー

トしていただいた田中直前幹事・小池田副幹事、会長

不在時にも力強くバックアップしていただいた米沢会

長エレクト・半田副会長、若輩幹事を寛大に見守ってい

ただいたメンバーの皆々様に心からの感謝の念を胸に、

幹事を卒業させていただきます。

　来たる55周年も、それ以降も、私の大好きな金沢東

RCがますます発展し、メンバーの皆様とさらに楽しく

有意義な活動をご一緒できますことを心から祈り、退

任のご挨拶といたします。ありがとうございました。

６月理事役員会報告（6月11日）

1．退会者の件…承認。
・中西弘信会員…病気療養の為、5/11付で退会。
・紙谷　穣会員…一身上の都合により、
 　　　　　　　 5/31付で退会。
・国分孝一会員…転勤の為、6/29付で退会。
・古谷俊明会員…転勤の為、6/8付で退会。

2．新会員候補者の件…承認。全会員へ通知する。

・白
しらかわ

川ひとみ氏
  ㈱ヒューマン代表取締役（S46.12.11生）
 （職業分類：人材派遣業　推薦：高岩勝人、宮本亮一）

・紙
かみたに

谷一
いっせい

成氏
  ヤマカ水産㈱代表取締役社長（S46.10.16生）
  （職業分類：水産物販売　推薦：北川義信、山岸敬秀）

・絹
きぬかわ

川善
よしたか

隆氏
  ㈱絹川商事専務取締役（S45.1.12生）
  （職業分類：不動産管理　推薦：山崎勝治、宮本亮一）

・中
なかむら

村吉
よしたか

隆氏
  日本生命保険（相互）金沢支社長（S44.2.26生）
  （職業分類：生命保険　推薦：別川　稔、不室　昭）

3．交換学生受入の件…承認。
・Karlee ZAMMITさん
（ カ ナダ 国オンタリオ州 G e o r g e t o w n 市、

1995.9.23生）


