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社会奉仕・新世代委員長　田中 和彦

　本年度、社会奉仕・新世代委員長

を努めさせて頂くことになりました

田中和彦です。この一年ご指導くだ

さいますよう、よろしくお願い申し

上げます。

　ロータリーでの社会奉仕活動（環

境保全）の原点は、発足当時のシカ

ゴで公衆トイレの清掃活動から始

まったことを地区協議会で教わりました。まさに、地域に

居住する人々 の生活の質を高めその地域に貢献する取り

組みを行うことが責務だと考えます。

　我が、金沢東ロータリークラブの社会奉仕委員会には、

環境保全・人間尊重委員会（西川委員長）、地域発展・奨

学財団委員会（立木委員長）、新世代委員会には協同奉仕

のローターアクト委員会（朝倉委員長）、インターアクト委

員会（伊東委員長）の四つの委員会で構成されています。

恒例となりました「愛の献血運動」の実施、社会福祉施設

や有意義な活動を行っている団体への助成、金沢商業高

等学校への図書の贈呈、そして次代の担い手であり奉仕

活動のよきパートナーでありますローターアクトクラブ、イ

ンターアクトクラブを支援してまいります。当委員会が唯

一他団体と交流を持てる委員会であることを意識して、い

い意味での緊張感を持って活動に当たりたいと考えます。

本年度米沢会長のスローガンであります「明るく　楽しく

美しく」を胸に刻み、地域の人々 と地域社会を心の通った

活動でサポートしてまいります。

　社会奉仕・新世代委員会の活動が実のあるものになり

ますよう、どうかこの一年間、当委員会へのご支援とご協

力を心よりお願い申しあげます。

　金沢東ロータリークラブ奨学財団より、日頃、交換学

生受入やインターアクトクラブ等でお世話になっている

石川県立金沢商業高等学校へ、第44回目の図書を寄贈

いたしました。その目録贈呈式が6月25日例会にて行わ

れ、鈴木宗幸会長より代表生徒の北川砂恵さんに目録

（15万円相当）が手渡されました。

≪寄贈図書≫

　・ほるぷ出版：ギリシャ、アメリカ、グアテマラ他

　・朝倉書店：日本、中国、ＥＵ、アメリカ

　・人口論

　・市民政府論

　・純粋理性批判5、6、7

　・うたかたの日々

　・魂の書

　・天使がこの世に降り立てば

　・希望の筆

　・絵でわかるアートのコトバ　その他
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新任挨拶
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金沢東RC奨学財団より図書を寄贈(6月25日)



奉仕を通じて平和を  Peace through Service

❖ 7 月 30 日（月）例会❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
  7 月30日 交換学生　瀬

せ と

戸利
り え

之さん
 「帰国報告」

■例会卓話予定
  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
 「最近の中小企業の動き」
  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）
 「日本で感じたこと、学んだこと」
  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」
  9 月10日 参議院議員　岡

お か だ

田直
な お き

樹氏（金沢東RC）
 「世界最古の憲法〜動き出した改正〜」

■ おめでとう（敬称略）
◎６月年間皆出席祝

28 ヵ年　山岸　敬秀  15 ヵ年　別川　　稔
15 ヵ年　半田　隆彦    8 ヵ年　中田　吉則
   7 ヵ年　山本　晴一    5 ヵ年　久田　欣一
   5 ヵ年　伊東茂外樹    5 ヵ年　小池田康秀

  5 ヵ年　竹松　俊一    4 ヵ年　朝倉　宏太
  4 ヵ年　西川　英治    2 ヵ年　竹内　　靖
  2 ヵ年　田中　照人    1 ヵ年　長沼　賢治

  1 ヵ年　根布　　寛

■ニコニコBox（敬称略）
米沢…本日の卓話ゲストとして、星稜大学の直江先生に来てい

ただきました。お忙しい中、ありがとうございます。
小池田康秀…本日は卓話の講師に直江学美さんをお迎えして、

「君が代」のお勉強をよろしくお願いします。３度目の
ご登場で、楽しみにしております。

竹松…今年度最初の卓話に、直江学美さんという“米沢年度”
に相応しい講師の先生をお招きすることが出来ました。
プログラム委員長としての初仕事です。今年度、よろし
くお願いいたします。

累計　136,500円

❖ 7 月 23 日（月）例会報告❖

■出席率報告
 7 月  2日 63 ／ 90　ホームクラブ　70.00％
 6 月25日 78 ／ 86　補正出席率　　90.70％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2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

〈 7〜8月例会メニュー 〉
 7月30日 〈洋食〉夏を乗り切る牛フィレ肉のグリル
8月  6日 〈和食〉夏の彩り御膳（加賀蓮饅頭の揚げだし他）
8月13日　休会
8月20日 〈中華〉海鮮入り特製十目冷麺
8月27日　夏の納涼例会（金沢国際ホテル）

◆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

◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日　時：8月6日（月） 11:30〜12:30
場　所：金沢スカイホテル18F
出席予定者：木屋、土橋、山田、松尾、米沢、小池田康秀、
　　　　木村、浅田、竹松、徳野

◆米山記念奨学会委員長研修会
日　時：8月18日（土） 14:00〜16:00
場　所：富山電気ビルディング4F「光の間」
出席予定者：高桑幸一

◆夏の納涼例会
日　時：8月27日（月） 18:30〜
場　所：金沢国際ホテル「N36.5」プールサイド
会　費：会員･･･8,000円　配偶者･･･6,000円
※8/27（月）昼の例会はありません。

◆ガバナー公式訪問会長幹事懇談会
日　時：9月3日（月） 11:30〜12:00
場　所：金沢スカイホテル18F
出席予定者：山岸、米沢、半田、小池田康秀、鏑木

◆グリーン会ゴルフコンペ
日　時：9月29日（土） 10:37スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」

8／13（月）は休会です

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

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.


