
　金沢東ロータリークラブ

が1958(昭和33)年、金沢

RCのスポンサーシップによ

り創立、55周年という記念

すべき節目を迎えました。こ

の間、多くの諸先輩をはじめ、

関係の皆さんのご尽力によ

り今日の金沢東ロータリークラブが築かれまし

た。半世紀を越える永年のご労苦に皆さんとと

もに心から感謝と敬意を表したいと思います。

　55周年という節目にあたり「過去・現在・未

来」をテーマに掲げ、クラブの今日までの来し

方、在り方、行く末を論じてきました。創立時の

懸命なクラブ運営に始まり、世紀を越え社会の

ためにそれぞれの時代を活発に取り組まれた

結果、今日の確たる路線を築くことができまし

た。これもひとえに多くの先輩諸兄の努力の賜

であることは申し上げるまでもありません。55

周年の節目に在籍する私たちには、今日までの

歴史と伝統を軸とし、時代の新しい息吹を吸収

しつつ次なる時代につなぐという大きな使命も

課せられています。

　近年、残念ながら会員の減少という現象が

生じています。会員減少はロータリーに魅力が

ないからという声もありますが、中尾ガバナー

はその一因として「昔のような風格あるロータ

リアンの不在」を指摘されています。社会から

期待されるために私たちにより一層の努力と

研鑽が求められています。社会の評価と組織の

活性化、飛躍をめざすためにも「Back to the 

basic」初心にかえり忠実に基本に立ち戻るこ

との大切さを強調されています。

　当クラブは創立から今日まで「明るく、楽し

く」がクラブの風土でありました。誇りとすべ

き素晴らしい風土と思っています。私はこの一

年「明るく、楽しく」にさらに「美しく」をプラス

する努力をしてきました。今、時代が求めてい

るのは「美しい生き方」ではないでしょうか。こ

の世でいちばん美しいものは人の心のなかに

あると思っています。社会全体が思いやりを欠

くなか私たちに求められているのは「みずから

の力を愛に変え他者に及ぼし、ともに幸せにな

る」、「半ばは自己の幸せを、半ばは他人の幸

せを」という自分のことだけでなく、他者も思
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金沢東ロータリークラブ 55周年特別例会
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❖ 5 月 20 日（月）例会❖

■ソング
“君が代”
“奉仕の理想”

■本日の卓話
 記念講演　「日本人の誇り」
　お茶の水女子大学名誉教授　数学者　作家
　「国家の品格」著書　藤原正彦氏　

■例会卓話予定
 5 月27日 ㈱松本日光舎代表取締役社長　松

まつもと

本健
た け お

夫氏
（金沢東RC）

 「衣替えを控えて衣類のお手入れの仕方」
 6 月  3日 55周年慰労例会（金沢スカイホテル）
 6 月10日 交換学生　カーリー・ザミットさん
 「カナダの紹介」
 6 月17日 休会
 6 月24日 会長・幹事退任挨拶
 7 月  1日 会長・幹事新任挨拶
 7 月  8日 四大奉仕委員長新任挨拶
 臨時総会（決算・予算）

■ ニコニコ Box（敬称略）
高桑秀治…来週の5月20日の55周年特別例会が成功裏に終

えます様、本日しっかり詰めをお願いします。
立木…この度、田中和彦社会奉仕委員長と一緒に社会福祉施

設を2カ所訪問して来ました。これからもご支援の継
続の必要性を強く感じました。ロータリー会員の皆様
におかれましてもご支援をよろしくお願いいたします。

我妻…先日、初めて参加させていただきましたグリーン会ゴ
ルフコンペで優勝できました。天候は生憎でしたが、
メンバーに恵まれた結果だと思っています。ありがと
うございました。

田中和彦…この度のグリーン会ゴルフコンペにて準優勝させ
ていただきました。雨に降られましたが、同伴者に恵
まれて、ニコニコと…

安達…ゴルフコンペにて天候、スコアともに悪けれど、パート
ナーとハンディキャップに恵まれ入賞出来ました。

諸江…誕生日のお祝いの品をありがとうございました。健康
に恵まれ、満85歳の誕生日を迎えることができまし

た。これも皆様のお蔭です。今後共頑張りますので、よ
ろしくお願いいたします。

西川…誕生日のプレゼントをありがとうございます。健康な1
年であればいいと願っています。

坂本…誕生祝をありがとうございます。66回目です。まだま
だ元気に頑張って参ります！

山崎勝治…誕生日のお祝をありがとうございます。金沢東
ロータリークラブで高屋さん、高岩さんと同じ日とい
うことで、何かありがたく感じます。

高屋…誕生日を迎え、一層ニコニコ、美しき会員を目指しま
す。

不室…40数回目の結婚記念日を迎え、よく続いたものと思
いますが、お互い元気で過ごしたいと願っています。

谷村…14年目の結婚記念日を迎えることができました。素
敵なお花をありがとうございました。

向井…先日、父の葬儀に際し、弔旗や会長はじめご会葬いた
だきありがとうございました。お蔭様で、よい葬儀を
滞りなく終えることができ、感謝しております。

平野…1ヵ年皆出席顕彰をいただき、ありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。

累計　1,277,470円

❖ 5 月 13 日（月）例会報告❖

■出席率報告
 4 月15日 62 ／ 97　ホームクラブ　63.92％
 4 月  8日 87 ／ 97　補正出席率　　89.69％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

〈 5月例会メニュー 〉
 20日 〈洋食〉55周年特別例会

 27日 〈和食〉皐月たけのこ弁当

6／17（月）例会は休会です

『第27回 愛の献血運動』実施のご案内

日　時：5月27日（月）9:30〜16:00
場　所：近江町十間町広場
※献血にご協力いただいた方には粗品（鉢植

花）を贈呈いたしますので、会員およびご家
族、会員事業所の従業員様のご協力をお願
いいたします。

◆次年度プログラム委員会
日　時：5月23日（木）　18:30 〜
場　所：おいしいいっぷく鏑木
会　費：7,000円

◆地区協議会
日　時：5月26日（日）　13:00 〜 17:10
場　所：石川県こまつ芸術劇場うらら
会　費：4,000円（クラブ負担）
出席義務者：次期会長、幹事、理事、各委員長、新会員

◆金沢8RC新旧会長・幹事会
日　時：6月4日（火）　18:00 〜
場　所：ホテル日航金沢　30F「ラ･プラージュ」
会　費：10,000円
出席予定者：米沢、半田、小池田康秀、鏑木

◆次年度第２回クラブ協議会
日　時：6月17日（月）　17:00 〜 18:00
場　所：松魚亭

◆新旧クラブ協議会
日　時：6月17日（月）　18:00 〜
場　所：松魚亭
会　費：8,000円

◆6月親睦委員会
日　時：6月20日（木）　18:30 〜
場　所：石亭
会　費：10,000円

◆グリーン会第４回ゴルフコンペ
日　時：6月22日（土）　8:03スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」

「金沢東RC創立 55周年にあたって」
会長　米　沢　　寛



　金沢東ロータリークラブは

お陰様で本日55周年の節目の

日を迎えることが出来ました。

　顧みますと今日の様に充実

したクラブに成長をみました

のは、1958年（昭和33年）6月

23日に金沢ロータリークラブ

のスポンサーによって創立されて以来、素晴らし

い先輩方のロータリーに対する熱い思いと真摯

な奉仕活動に加えて何よりも風通しの良い、生き

生きとしたクラブの伝統を築いていただいた賜

だと深く心よりお礼申し上げます。

　この間、故人となられた諸先輩のお姿や、指導

を受けたことが懐かしく思い出され、本日この

良きクラブに在籍していることを誇りに思うと

同時に歴史の重みと責任の大きさを感じており

ます。

　実行委員長の指名をいただき、米沢会長の55

周年テーマ「過去･現在・未来」を特別例会に如何

にして具現化するか、次の節目に向けて金沢東

ロータリークラブが力強く前進し、更なる飛躍へ

の橋渡しを果たすべき実行委員会で検討を重ね

てまいりました。

　式典（記念事業）、懇親会、記念誌、友好、登録、

総務・財務の6つの有能な部会長の入念な準備

で本日を迎えました。

　記念講演は藤原正彦先生（お茶の水女子大学

名誉教授）をお迎えし「日本人の誇り」の演題で

講演をいただきます。日本を取り巻く現況からみ

て時宜を得た講演になると期待をしています。

　本年度、米沢会長の方針「明るく、楽しく、美し

く」を基本にした特別例会、懇親会に200名近く

の多くの皆様にご参加をいただきました。特に

友好姉妹クラブの東京東ロータリークラブから

は46名ものご出席をいただき感激致しておりま

す。重ねてお礼申し上げます。

　記念事業は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の寄

付、ロータリー財団、米山記念奨学会への寄付、

金沢東ロータリークラブ奨学財団への拠出、内

部充実事業として事務局の移転と備品の購入を

いたしました。55周年にふさわしい記念事業に

なったと感謝しております。

　5月の爽やかな新緑のごとく、特別例会で友情

の絆が一層強くなり、輪が広がります様にご祈

念申し上げご挨拶と致します。

　本日は誠にありがとうございました。

物故会員

謹んでご冥福を

お祈りいたします
故　重

かさまつ

松　豊
ゆたか

 会員

2012 年 11月 26 日ご逝去（享年 51歳）

2005 年 8 月 入会
2008 〜 09 年度 環境保全・人間尊重委員長

記念事業

1. 石川県立金沢商業高等学校への助成

2. ロータリー財団への寄付（1 万ドル）

3. ロータリー米山記念奨学会への寄付
    　　（100 万円）

4. 金沢東ロータリークラブ奨学財団の充実
　（運営費として 75 万円を拠出）

5. 金沢東ロータリークラブ内部充実事業
　（事務所移転ならびに備品購入）

「55周年特別例会を迎えて」
55 周年実行委員長　高桑　秀治

いやるという心です。みんなで奉仕のこころを

社会にひろめていく、国境を越え今日の社会で

もっとも大切なことと考えます。

　55周年という記念すべき節目にあたり、今日

までの足跡をふりかえり、合わせて一人ひとり

が幸せな社会とは何かを考え、そして次なる時

代をめざす、「明るく、楽しく、美しく」が当ク

ラブだけにとどまらず、広く地域にも拡がる新

しい継承点となることを念願しご挨拶とします。

引きつづき一層のご指導をお願い申し上げま

す。


