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ラルをもつ、強いクラブを作り上げる7名の各委員長

（山﨑修二職業分類・会員選考委員長、太田有彦会員

増強委員長、山岸敬秀ロータリー情報委員長、小池田

康秀親睦委員長、向井健夫出席・ニコニコ委員長、浅

田久太プログラム委員長、松本浩平会報・広報・雑誌

委員長）と共に、親睦行事が待ち遠しくなるロータ

リーの運営に努めさせて戴きますので、ご協力を宜し

くお願いします。

職業奉仕委員長　厚見  正充

　ロータリーの職業奉仕とは何?

社会奉仕と職業奉仕とをどのよ

うに理解するの?など職業奉仕

は難解と言われる一方で「ロータ

リーのロータリーたる所以は、職

業奉仕にある」と言われています。

　そして「自分の職業を通して社

会に奉仕するのが職業奉仕である」という言葉で、な

んとなく理解した気持ちになっているのだけれども･･･

こんな感じでロータリアンとして過ごしてきた私が委

員長を一年間務めさせて頂く事になりました。

　職業奉仕委員長になって改めてこの委員会の役目

を考えたとき、私のようにロータリーのロータリーた

る所以で迷っているメンバーに対して「職業奉仕」を

理解していただく事に尽きるのではないかと思いまし

た。

　ロータリーの解説書の中に

「職業奉仕」という言葉の問題 「職業」とはお金を

儲けるための手段です。私たちが生きていくための所

クラブ奉仕委員長　田中  和彦

　本年度、クラブ奉仕委員長を

仰せつかりました田中和彦です。

　別川会長のクラブ運営方針で

ある「明るく 楽しく わいわい

と」を念頭に置き、委員会運営に

努めてまいります。

　本年度は多岐にわたる講師選

定や楽器演奏を交える等、単に週に一度の昼食だけで

はない、メンバー同士の親睦を目的とした例会を積極

的に企画し、出席率の向上を図っていきます。また、こ

の醸成された仲間意識から、金沢東ロータリークラ

ブならではのおもてなしの心をもって金沢8RC新年

合同例会のホストクラブを務め、クラブ間交流を積極

的に行いたいと思います。また、ロータリークラブとは

「相互協力と打ち解けた親睦」が原点であるというこ

とをより多くの仲間に伝え、会員数100名達成を目指

します。

　来年4月10日には、当クラブ唯一の姉妹クラブであ

る東京東RC60周年記念式典が行われます。当クラブ

55周年特別例会の際には多くのメンバーがお祝いに

かけつけてくださいました。職業奉仕委員会と連携を

図り、より多くの仲間でお祝いに伺いたいと考えてお

ります。

　例会等で仲間意識を高め奉仕活動を行い、奉仕活

動でより意識を高め、親睦に繋がる。この上昇スパイ
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◆新旧理事役員会
日　時：7月14日（月）　11:30 〜 12:30
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F

◆プログラム委員会
日　時：7月14日（月）　18:30 〜
場　所：石亭
会　費：10,000円

◆ローターアクト会長幹事会議
日　時：7月20日（日）　10:00 〜 13:00
場　所：小松第１地区コミュニティセンター
出席予定者：木村、高屋

◆7月親睦委員会
日　時：7月25日（金）　18:00 〜 20:00
場　所：サブリナBBQビアガーデン（フォーラス7F屋上）
会　費：5,000円

◆ガバナー補佐訪問会長幹事懇談会
日　時：8月18日（月）　10:30 〜 11:00
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F
出席予定者：会長、会長エレクト、幹事、副幹事

◆ガバナー補佐訪問クラブ協議会
日　時：8月18日（月）　11:10 〜 12:10
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F
出席予定者：会長、会長エレクト、幹事、副幹事、会計、
　　　　監査、各委員長

〈 7月例会メニュー 〉
14日 〈洋食〉スズキのソテーにキスのペニエと夏野菜のオリエンタル風を添えて！
21日 　休　会
28日 〈中華〉鳳凰特製「海鮮冷麺」

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

8／11例会は休会です

我妻…大倉支社長、ご入会おめでとうございます。これか

らも公私ともによろしくお願いいたします。

竹松…Catharine, Mel, it is our honor to have 

you here. Thank you for coming.

粟田…誕生日のお祝いをありがとうございました。ようや

くロータリークラブにも慣れてきましたので、出来

る限り活動に参加していきます。

本田…7月4日よりサマージャンボ宝くじを販売しており

ます。1等前後賞合わせ6億円のビッグチャンスで

す。本日、出張窓口を開設させていただいておりま

す。ぜひ、お買い求めの上、お帰りいただくようお願

い申し上げます。

向井…今年度、出席・ニコニコ担当委員長を仰せつかりま

した。山崎勝治副委員長、金谷委員、北委員、村田

委員と共に担当いたします。前任の委員長のように

は参りませんが、別川会長、竹松幹事の方針に従い、

出席率のアップ、ニコニコBOXの充実を目指して

いきますので、どうぞ皆様のご協力をお願いいたし

ます。

　累計　78,100円　

❖  7 月 7 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 6 月23日 55 ／ 85　ホームクラブ　64.71％

 6 月  9日 78 ／ 85　補正出席率　　91.76％

　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

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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7 ／ 7 金沢東ローターアクト例会

グレーシー最後の例会にお母様来会
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　ただ実践するには、会員諸氏の力強いバックアップ

があってこそでありますし、そのための努力は少しも

惜しむものではありません。若い力を最大限に引き出

し、奉仕の喜びが万民の笑顔を作ると信じて、委員会

運営をして行きたいと考えております。

　皆様のご指導ご鞭撻を心よりお願い申し上げご挨

拶とします。

国際奉仕委員長　冨久尾佳枝

　本年度国際奉仕委員長をさせ

て頂くことになりました冨久尾佳

枝です。一年間どうぞ宜しく願い

致します。

　国際奉仕委員会は国際青少年

計画・世界社会奉仕委員会（松本

健夫委員長）とロータリー財団・

米山記念奨学会（中田吉則委員長）の2つの委員会

から構成されており、本年度RI会長のテーマ「ロータ

リーに輝きを」を指針として、国際奉仕活動を通じて

少しでもロータリーに輝きが増すような両委員会のス

ムーズな運営を心掛けてまいりたいと思います。当ク

ラブの交換留学に対する理解と支援には、40年の長

い歴史と伝統があります。今年もカナダへ大島咲絵子

さん、アメリカへ二木さくらさんを派遣し、ベルギー短

期派遣交換学生には竹松知貴君、諸江宜高君。そして

長期受入として新たに8月、アメリカからKatherine 

Adinolfeさんを予定しております。

　残念ながら本年度もロータリー財団・米山奨学生な

どの派遣、受け入れの予定はございませんが、これら

の活動の財源はロータリアンの寄付によるものが殆

どで、両財団の意義と役割をメンバーに皆様に更に深

くご理解頂くことも大きな使命として活動してまいり

たいと思います。年末には私費留学生に対する支援も

行ってまいります。近年ご提供して頂けるお品が減少

傾向にありますので、何卒少しでも多くの皆様からの

ご協力を賜りますようお願い致したいと思います。今

年一年宜しくお願い申し上げます。

得を得る手段であり、これは「自分のためのもの」で

す。一方、「奉仕」とは世のため人のためのものであっ

て、すなわち自分以外の「人のためのもの」です。こ

のように全く正反対の２つの言葉が１つになって職

業奉仕といっているために非常に解かりにくいので

す。この言葉は完全なるロータリー用語であり、辞書

には載っていません。そして、「職業奉仕」という言葉

は、「職業」すなわち 金を儲けることであり、「奉仕」

すなわち世のため人のために尽くすことです。つまり、

ロータリーの職業奉仕とは、「職業を営むこと（金を

儲けること）が、世のため人のための奉仕となる」と

言っているのです。ここが職業奉仕にとって一番難解

な点です。とあります。

　皆さんと一緒に考えて行きたいと思います。ご指導

ご鞭撻をよろしくお願いします。

社会奉仕・新世代委員長　徳野与志一

　今年度、別川会長の下、社会奉

仕・新世代委員会委員長を拝命い

たしました。一般会員には、特別

注目をされる委員会でもなく、目

立つところも無いかもしれませ

んが、ロータリークラブの奉仕の

精神を判り易く行動に移し、そし

て過去から未来まで続いてゆく委員会であろうと思っ

ております。地味な活動ほど難易度が高くなる委員会、

その委員長を拝命し自らを鼓舞しているところでもあ

ります。この委員会を通じて、ロータリークラブの奉仕

の喜びを、再発見できるよう努め、その喜びを実証で

きるように出来ればと思っております。

　さて、その私をサポートしてくださる環境保全・人間

尊重委員会には黒野友之委員長、地域発展・奨学財団

委員会には杖村修司委員長、協同奉仕（ローターアク

ト）委員会には高屋喜久子委員長、協同奉仕（インター

アクト）委員会には谷村庄太郎委員長を任命して頂き

ました。各氏に置かれては、人格・行動力ともに見識

が高く、別川会長と共に「明るく　楽しく　わいわい

と」の行動指針を実践できると確信しております。

❖ 7 月 14 日（月）例会 ❖

■ソング
“我等の生業”

“R-O-T-A-R-Y”

■本日の卓話
 7月14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28日 交換学生　石

い し の

野可
か な こ

南子さん

  「交換留学帰国報告」

 8月  4日 未定

 8月11日 休会

 8月18日 交換学生　二
ふたつぎ

木あずみさん

  「交換留学帰国報告」

 8月25日 夏の納涼例会（国際ホテル）

■ニコニコBox（敬称略）

別川…今日から1年間、会長を務めさせていただきます。

金沢東ロータリークラブの伝統である「明るく楽し

い」クラブづくりを継承していきたいと思いますの

で、皆様のご支援、ご協力をお願いします。

岩木…本年度は浅学菲才の若輩者ですが、会長エレクト

として別川会長に学ばせていただきます。また、微

力ながらお支えをしていきたいと思います。どうぞ、

皆様のご指導、ご支援をよろしくお願いいたします。

竹松…本年度、『別川丸』の幹事を拝命いたしました。至

らぬ点が多いと思いますが、ロータリーの友情に免

じていただき、皆様のご指導とご協力をお願い申し

上げます。

井上…今年度のSAAを仰せつかりました。別川会長のも

と「明るく楽しくわいわいと」という方針にのっと

り、賑やかな例会になりますよう、努めてまいりま

す。1年間よろしくお願い申し上げます。

小池田康秀…今年度、親睦委員長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。夜の親睦

委員会にも、たくさんのご参加お待ちしております。

「明るく楽しくわいわいと」頑張ります。

本田…本日、金沢東ロータリークラブ例会に初参加させて

いただき、誠にありがとうございます。ロータリア

ンの名に恥じぬよう頑張りたいと思います。よろし

くお願いします。

中島賢一…本日より、入会いたしました。皆様、よろしくお

願いいたします。

大倉…本日、あこがれのろーたアリークラブに入会するこ

とが出来ました。皆様、よろしくお願いいたします。

別川…本日は新会員に中島賢一さん、大倉彰さん、本田哲

哉さんをお迎えしました。ロータリー生活を楽しん

で下さい。

山岸…本日、3名の新会員 本田様、中島様、大倉様をお迎

えし、本年度第1回のオリエンテーションを無事終

了いたしました。御三方のご活躍をお祈りいたしま

す。

竹松…中島賢一さん、本田哲哉さん、大倉彰さん、金沢東

ロータリークラブへようこそ。皆様のご入会を心よ

り歓迎申し上げます。仲良くやりましょう。

不室…本日、新会員の本田 哲哉さん、中島さん、大倉さん

のご入会を歓迎いたします。そして、別川丸の出帆

を祝って、ニコニコと…。

紙谷…中島賢一さん、ご入会おめでとうございます。同一

クラブで活動できること、大変光栄です。今後とも

よろしくお願いします。

根布…新会員として、電通西日本金沢支社長の大倉彰さ

んをお迎えすることが出来ました。仕事は大変で

しょうが、東ロータリークラブで楽しく過ごしま

しょう。

新旧会長･幹事
バッジ交換

（ 6 月 30 日例会）

半田会長から別川新会長へ 鏑木幹事から竹松新幹事へ
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