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例会日：毎月曜日  12:30 ～ 13:30
例会場：金沢スカイホテル

会長：半　田　隆　彦
幹事：鏑　木　基　由
会報：水　上　誠　子
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クラブ奉仕委員長　岩木 弘勝

　集団が強い組織となるためには、

3つの要素が必要であると言われ

ています。

　その一つは、組織のベクトルが

一致していること、二つ目は、そ

れぞれのメンバーが自己の役割を

自覚し責任を果たそうとしている

こと。そして最後は、メンバー間に円滑なコミュニケー

ション、意思疎通が成り立っているということでありま

す。

　まさに、これまでの歴代会長はこの3つの要素を大

切にし、運営してきたことによって、当クラブは「明るく、

楽しく、そして温かい」雰囲気が続いているのだと思い

ます。

　私たちクラブ奉仕委員会の役割は、特に3つ目の要

素である、メンバー間の友好と信頼の絆をより強めて、

職業、社会、国際奉仕委員会の対外活動を支えるととも

に、ロータリー活動を充実させていくことであると思っ

ています。

　本年度、半田会長のクラブ運営方針である「元気な

ロータリー –Cheerful Rotary Life–」をベクトルとし、

会員同士がさらに積極的に深くかかわることができま

すよう、7名の各委員長（高桑秀治職業分類・会員選考

委員長、能登健太郎会員増強委員長、浅田裕久ロータ

リー情報委員長、成島和仁親睦委員長、本谷裕二出席・

ニコニコ委員長、厚見正充プログラム委員長、水上誠子

会報・広報・雑誌委員長）とともに役割と責任を果たし

てまいりたいと思います。どうぞ、一年間皆様のご協力、

ご支援を宜しくお願い致します。

職業奉仕委員長　田中 和彦

　本年度、職業奉仕委員長を仰せ

つかりました田中和彦です。四大

奉仕委員会の一つであります職業

奉仕委員会をお引き受けさせてい

ただくに当たり身の引き締まる思

がいたしております。

　さて、職業奉仕はロータリーの

真髄であり、他のボランティア団体と分かつロータリー

特有の考え方であります。職業奉仕の奉仕とは･･･一般

的な“利害を離れて・特価で”という意味ではなくて“貢

献”という字に置き換えられことをご認識いただきたい

のです。

　即ち、職業奉仕委員会とは職業貢献委員会と解釈さ

れるべきと考えます。ですから会員各位におきましても

職業奉仕の理念を再度認識し、各自ロータリー活動を通

じて、ロータリークラブの意義と存在を社会に示し、職

業が高潔なもので有ることを実践していただきたいと

思うのです。

　職業奉仕委員会では、各会員が職業に対して高い倫

理基準を持ち国と地域社会に貢献することを目的とし、

日々の例会の中で倫理的行動を実践するための指針で

ある「四つのテスト」の唱和をすること、新会員の卓話

を通して異業種の理解を深めること、そして10月の職

業奉仕月間に合わせて他地区への職場訪問研修を実施

いたします。

　一生懸命務めますので、宜しくお願い申し上げます。
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新任挨拶
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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
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■ソング
“我等の生業”
“R-O-T-A-R-Y”

■本日の卓話
 7 月  8日 四大奉仕委員長新任挨拶
 臨時総会（決算・予算）

■例会卓話予定
 7 月22日 中日新聞北陸本社　編集局長　澤

さ わ き

木範
のりひさ

久氏
（金沢東RC）

 「新聞よもやま話」
 7 月29日 前金沢能楽美術館　館長　藤

ふじしま

島秀
ひでたか

隆氏
 「加賀宝生をめぐる歴史秘話ヒストリア」
 8 月  5日 石川県中小企業団体中央会会長
 前金沢市長　山

や ま で

出　 保
たもつ

氏
 「２つの建物、２つの景観」
 8 月12日 休会
 8 月19日 石川第１分区Ａガバナー補佐　中

なかがわ

川哲
て つ じ

次氏
（金沢南RC）

 「ガバナー補佐訪問」
 8 月26日 夏の納涼例会（金沢国際ホテル）
 9 月  2日 国際ロータリー第2610地区ガバナー
 　湯

ゆ あ さ

浅外
と し お

志男氏（小松RC）
 「ガバナー公式訪問にあたり」

■ ニコニコ Box（敬称略）
半田…本年度、第56代会長を仰せつかりました。元気なロー

タリーを目指していきます。1年間よろしくお願いします。
鏑木…本年度、半田会長のもと幹事を務めさせていただきま

す。1年間よろしくお願いいたします。皆さん、元気で頑
張りましょう。

米沢…半田会長、鏑木幹事体制の船出を心からお祝いします。
高桑秀治…半田会長、鏑木幹事の船出を祝して。
鈴木宗幸…半田会長、鏑木幹事、おめでとうございます。１年

間頑張ってください。
別川…「半田丸」の出航を祝って。1年間、頑張ってください。

じっくりと見習わせていただきます。
浅田裕久…待ちに待った半田丸の出航です。半田会長、鏑木幹

事の大活躍を期待して、ニコニコと。
山岸…1年間、無事にガバナー補佐を務めることができました。

これも東ロータリーの皆様のお蔭だと感謝いたしてお
ります。

松尾…5/8に肺炎にて入院以来1月半、幸いステロイド製剤の
お蔭で肺の陰も略消え、無事退院できました。

勝浦…本日、7月1日にみずほ銀行とみずほコーポレート銀行を
合併し、新みずほ銀行になりました。「One  MiZuHo」
をキャッチフレーズに頑張ってまいりますので、よろし
くお願いします。

黒野…本日、入会させていただきました。ありがとうございま
した。よろしくお願いいたします。

成島孝…今日、初めて「金沢東ロータリークラブ」に入会出来
ました。先月、結婚記念日を迎えました。

半田・鏑木…本日より、黒野友之、成島孝両会員を新会員とし
てお迎えすることができました。ニコニコと…

不室…新入会員の黒野さんをお迎えして、ニコニコと…。そし
て、半田新会長と鏑木幹事のご活躍を祈念します。

厚見…成島孝新会員の入会と今後のご活躍を祈念して。
浅田裕久…黒野さんと成島孝さんのご入会を心より歓迎いた

しまして。
太田有彦…今年度、SAAを担当することとなりました。冨久

尾さんのように魅力的にとはいきませんが、精一杯頑
張りますので、よろしくお願いします。

宮本亮一…結婚記念日のお花をいただきまして、ありがとうご
ざいます。妻曰く15年目に入ったそうです。12、8、2歳
の子供と一緒にお祝をしました。

累計　60,300円

❖ 7 月 1 日（月）例会報告❖

■出席率報告
 6 月10日 56 ／ 91　ホームクラブ　61.54％
 6 月  3日 86 ／ 91　補正出席率　　94.51％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

◆新旧理事役員会
日　時：7月8日（月）　11:30〜
場　所：金沢スカイホテル18F

◆金沢8RC幹事会
日　時：7月10日（水）　18:30〜
場　所：RISTORANTE AMORETTO
出席予定者：鏑木

◆ロータリー財団委員長会議
日　時：7月21日（日）　14:00〜16:00
場　所：石川県地場産業振興センター　新館1F「コンベンションホール」
出席予定者：和田

◆7月親睦委員会
日　時：7月23日（火）　18:30〜
場　所：ピッツェリア・サンカルロ
会　費：6,000円

◆米山記念奨学会委員長研修会
日　時：8月10日（土）　14:00〜16:00
場　所：ANAクラウンプラザホテル金沢
　　　　19F「スカイバンケット　アストラル」
出席予定者：鏑木

〈 7月例会メニュー 〉
  8日 〈洋食〉夏を乗り切る、牛フィレ肉の網焼き 夏野菜のグリル添え
22日 〈和食〉特選夏御膳
29日 〈中華〉旬の夏野菜を取り入れて

R-O-T-A-R-Y
R-O-T-A-R-Y,

That  spells  Rotary,
R-O-T-A-R-Y,

is  known  on  land  and  sea;
From  North  to  South,  from  East  to  West,

He  profits  most  who  serves  the  best;
R-O-T-A-R-Y,

That  spells  Rotary.
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8／12（月）例会は休会です


