
「明るく　楽しく　美しく」

会長　米 沢　  寛

　このたび金沢東ロータリークラ

ブ第55代の会長を仰せつかりま

した。長い歴史と伝統を誇る金沢

東ロータリークラブ、多くの諸先

輩が築かれた今日までの足跡を大

切にしながら、さらに新たな歴史

を積み重ねてまいりたいと思いま

す。一層のご指導をお願い申し上げます

　本年度RI会長は日本の田中作次さんです。新潟のご

出身であり集団就職列車で上京されガラス工場に就職、

苦労と努力を重ねられ今日を築かれたと聞いています。

そうした氏の生い立ちを反映されRIテーマは「奉仕を通

じて平和を」Peace Through Serviceとされました。

人生体験がにじみでるような目標は私たちの心を打つも

のがあります。ロータリアンになるまで目にはいったも

のは仕事、家族、顧客、競争相手など、身近なものばか

りで、それが職業奉仕を通して、人の役に立つことが自

分の人生にとって最も大切だと思うようになったとのこ

とです。

　テーマの「平和」、いろんなところで言われています。

「平和」とは何なのか、平和という概念は、人によって

文化によって異なるが、平和をどのように定義するにせ

よ、それは奉仕を通じて達成できる目標である。奉仕と

いうのは生き方であり、思いやりの心を重んじることで

す。生活のあらゆる場面で奉仕を実践することによって、

私たちは分かち合いの精神を育み、友好を見出し、平和

の道を選ぶことができると。さまざまなかたちで平和を

助長するロータリーの奉仕。クラブと地区で世界中の地

域社会に健康、安全、人間の尊厳をもたらすために活動

する奉仕の最高の形をあらわす「超我の奉仕」、この道

はロータリアンがこれからも築く道であり、世界のすべ

ての人々 が歩むことのできる道であります。それをみん

なで実践しようということです。

　この方針を受け、第2610地区中尾哲雄カバナーは

Think Change and Love Rotary を掲げました。

1.基本的なロータリーの考え方で学ぼう

2.誠実な職業の理念のもとビジネス交流の拡大をはかっ

ていこう

3.元気なクラブをつくっていこう

①新しいビジネスを発掘して職業分類を大きくしていく

②地域のために何が出来るか、考えよう

③クラブに「財団の未来夢計画」を理解していただく

年度である

④米山奨学生をひとりでも多く支援したい。多くの国々

と交流する

⑤各会員がRotary Momentをお話いただけるように

⑥Rotaryについての問題点、改革、その方向等につ

いて考えるために、地区として「ロータリーを考え

る委員会」を新設する

以上の地区目標を出されました

　「明るく、楽しく、美しく」生きることは人間にとって

とても大切なことです。大きな夢でもあり人生の目標で

あると考えています。「明るく、楽しく」は金沢東ロータ

リークラブの長い歴史が育んだ風土でもあります。今年

はこれに「美しく生きる」をプラスするそんな一年にした

いと考えています。一年前、未曾有の東日本大震災が日

本を襲いました。大震災は私たちに日々を美しく生きる

という大切さを教えてくれました。私たちを取り巻く自

然も、日常の暮らしもすべてを当たり前と思って生きて

きましたが、大震災は人間の弱さ、命の危うさというこ

とを強烈に教示してくれました。

　日 、々どうしようもない現実に直面し胸を痛めること
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新任挨拶
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2012 〜 2013 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 別川　　稔（理）

職業分類
会員選考 北川　義信 小池田康成 松本　巌夫、松尾　久義

会員増強 木村　道明 高岩　勝人 宮本　秀夫、我妻　博志、山岸　敬秀

ロータリー情報 浅田　裕久（理） 不室　　昭 安達　　洋、諸江　賢二

親　　睦 徳野与志一 小池田　均

橋本　好哲、平野　利康、紙谷　一成、勝浦　　務、
絹川　善隆、湊　　康久、本谷　裕二、向井　健夫、
長沼　賢治、中村　吉隆、成島　和仁、白川ひとみ、
竹内　　靖、田中　照人、臼井　紳一、山崎　勝治、
吉田　直也

出　　席
ニコニコ 高屋喜久子 水上　誠子 荒木　吉雄、村田　　淳

プログラム 竹松　俊一（理） 井上英一郎 日根野幸子、根布　　寛、山本　晴一

会　　報
広　　報
雑　　誌

石野　一樹 木藤衣妃子 二木　克明、金子　福夫、坂本　憲一

職業奉仕
（ロータリー･ボランティア）

鈴木龍太郎（理） 前川　一雄 重松　　豊、中島　秀雄、岡田　直樹、山﨑　修二

社会奉仕
新世代

田中　和彦（理）

環境保全
人間尊重 西川　英治 久内　　宏 原　　喜啓、酒井　道行

地域発展
奨学財団 立木　法之 不破　幸夫 久田　欣一、大島　国雄

協同奉仕
（ローターアクト）

朝倉　宏太 宮本　亮一 金谷　道憲、南　　昭武

協同奉仕
（インターアクト）

伊東茂外樹(理) 能登健太朗 松木　浩一、並木　幹夫、若松　道行

国際奉仕
（ロータリー友情交換）

厚見　正充（理）

国際青少年計画
世界社会奉仕 中田　吉則 北　総一朗 越原　悠三、太田　光尋、和田　清聡

ロータリー財団
米山記念奨学会 高桑　幸一（理） 笠間　史盛 長田　　稔、中川　　衛

55周年特別委員会 高桑　秀治（理）

会　長	 米沢　　寛（理）	 理　事（職業奉仕）	 鈴木龍太郎　　　
副会長（会長エレクト）	 半田　隆彦（理）	 理　事（社会奉仕）	 田中　和彦
副会長（クラブ奉仕・会長ノミニー）	 別川　　稔（理）	 理　事（国際奉仕）	 厚見　正充
幹　事	 小池田康秀（理）	 理　事（55周年）	 高桑　秀治
副幹事	 鏑木　基由	 理　事	 浅田　裕久
S A A 	 冨久尾佳枝（理）	 理　事	 伊東茂外樹
副SAA	 太田　有彦	 理　事	 高桑　幸一
会　計	 岩木　弘勝（理）	 理　事	 竹松　俊一
監　査	 若林　智雄	 理　事		
直前会長	 鈴木　宗幸	 直前幹事	 松本　浩平

	 ＜地区委員＞	 パスト・ガバナー　松尾　久義	 職業奉仕委員	 不室　　昭
	 	 ガバナー補佐　　　山岸　敬秀	 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

（2012,7,1 より実施）



❖ 7 月 2 日（月）例会❖

■ソング
“君が代”
“奉仕の理想”

■本日の卓話
  7 月  2日 会長・幹事新任挨拶

■例会卓話予定
  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

之さん
 「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」

❖おめでとう（敬称略）
◎７月お誕生日祝

前川　一雄　7.  4 小池田　均　7.10
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 勝浦　　務　7.16

■ニコニコBox（敬称略）
高橋…6月28日付で東京へ異動することとなりました。本日も予定が入ってお

りまして、皆様にご挨拶が出来ず、申し訳ありません。2年間、楽しいク
ラブライフをありがとうございました。後任の者もよろしくお願いいた
します。

鈴木宗幸…1年間、会長職を無事に務め、本日をもって終えることが出来まし
た。これ全てメンバーのお蔭です。ありがとうございました。最後にス
カイホテルの皆様に感謝です。

松本浩平…無事に？幹事を卒業させていただきます。皆様に大変お世話にな
り、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

高桑秀治…鈴木会長、松本幹事、1年間お疲れ様でした。

米沢…鈴木会長、松本幹事、1年間お疲れ様でした。しっかり受け継げるよう
頑張ります。

厚見…鈴木会長、松本幹事、お疲れ様でした。私は微力のまま終わってしまい
ましたが…

小池田康秀…鈴木会長、松本幹事、1年間お疲れ様でした。いよいよ来週から
だと思うと緊張しています。頑張ります。

能登…本日、SAAとしての最後のお勤めになります。拙い司会等でご迷惑を
お掛けしたことも多々ありましたが、1年間本当にありがとうございま
した。そして、伊東社長には食事のご配慮、ありがとうございました。

久内…結婚記念日にお花をいただき、ありがとうございました。先日、長男も
30半ばにしてやっと結婚し、夫婦共 、々少々安堵しているこの頃です。
本日は出張のため、出席できませんが、楽しい時を過ごさせていただ
いている「金沢の地」と「素晴らしいロータリーのお仲間」に深く感謝
申し上げます。

高桑秀治…結婚記念日の綺麗なお花をありがとうございました。
太田有彦…１年間のニコニコBOX紹介のお勤めも最後です。間違いも多くあ

りましたが、無事終えられ、ホッとしております。鈴木会長、松本幹事、
このような機会をいただきありがとうございました。そして、会員の皆
様、本当にありがとうございました！

累計　1,567,100円

❖ 6 月 25 日（月）例会報告❖

■幹事報告
 ・6/25例会にて、麻薬・覚せい剤・大麻・シンナー等の薬

物乱用防止の活動を支援する国連支援募金箱を回したと
ころ、41,101円の募金が集まりました。6/26に「ダメ。
ゼッタイ。」国連支援募金へ送金いたしました。

■出席率報告
 6 月  4日 48 ／ 86　ホームクラブ　55.81％
 5 月28日 75 ／ 86　補正出席率　　87.21％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

◆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、高岩

◆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

◆親睦委員会
日　時：7月9日（月） 18:00〜
場　所：三幸
会　費：5,000円

◆7月親睦委員会
日　時：7月19日（木） 18:30〜
場　所：皇苑閣
会　費：6,000円

◆ロータリー財団・世界社会奉仕委員長合同会議
日　時：7月22日（日） 14:00〜16:00
場　所：富山電気ビルディング5F「中ホール」
出席予定者：高桑幸一、中田

◆会員増強委員長会議
日　時：8月5日（日） 13:30〜16:00
場　所：富山電気ビルディング5F「中ホール」
出席予定者：木村

〈 7月例会メニュー 〉
 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



新旧会長 ･幹事
バッジ交換

（6 月 25 日例会）

鈴木宗幸会長から米沢新会長へ 松本浩平幹事から小池田康秀新幹事へ

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

幹事　小池田 康秀

　このたび2012－2013年度の金

沢東ロータリークラブ幹事を務め

させていただくことになりました

小池田 康秀です。

　まだ入会して5年の経験浅き若

輩者にこの大役が務まるのかどう

か大変不安ではありますが、お受

けした以上は私が敬愛する米沢会

長を一生懸命お支えし、この一年間当クラブの円滑な運

営と発展の為に精一杯頑張っていきたいと思います。

　特に本年度は創立55周年の年であります。私が入会

させていただいた年がちょうど創立50周年、その10年

前の創立40周年の時には私の父が当クラブの会長を務

めておりました。改めて金沢東ロータリークラブの歴史

の重みとご縁の深さを感じ、身の引き締まる思いであり

ます。

　私が入会してからの5年間はアッという間でしたが、

その間にたくさんの素敵なメンバーの方々と出会い、

たくさんの教えをいただきました。特に「嫌と言わない

ロータリー」。

　なぜかこの言葉が私の頭から離れません。

　明るく和やかな中にもお互いを尊重し、何か一本筋の

通ったこの金沢東ロータリークラブの雰囲気は他のクラ

ブにはない本当に素晴らしものだと思います。

　本年度、米沢会長が掲げる「明るく 楽しく 美しく」を

モットーに、特に「美しく生きる」の意味を私なりによく

考え、我々が生きていくうえで最も大切な命の尊さ、本

当の幸せとは何かを日々心に問いかけながら活動してき

ます。

　そして金沢東ロータリークラブの古き良き伝統を受け

継ぎ、メンバーの皆様全員が今まで以上に交流をはかり

有意義な活動ができるように幹事の職を務めていきた

いと思います。

　また本年度は55周年の節目の年であります。来年5月

の記念行事が金沢東ロータリークラブらしく素敵で楽し

いものになるよう、皆様のお力添えをお願いしたいと思

います。この一年間、私のモットーであります「常に明る

く前向きに！」を心掛けながら一生懸命頑張ります。至

らぬ点が多々あろうかと思いますがどうか宜しくお願い

致します。

が多い世の中にあって、自分に恥じない生き方、納得の

いく毎日を過ごすことは人生の一大目標でもあります。

実践しようとするとたいへん難しいテーマでもあります。

一日一日を無駄に過ごせないからです。真に幸福な暮ら

し、幸福な社会を一人一人が考えることが求められてい

ます。

　この世でいちばん美しいものは心の中にあると思って

います。ただ美しいというのではなく美しさにはしなや

かな力強さが必要と思います。笑いは前に進む力を涌き

おこしてくれると信じています。

　なお、パスト・ガバナーとして松尾久義氏、ガバナー

補佐として山岸敬秀氏、地区委員として、職業奉仕委員

会委員に不室昭氏、国際青少年交換委員会委員に中田

吉則氏、竹松俊一氏が出向されます。皆様方のご支援を

よろしくお願いします。


