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　金沢東ローターアクトクラブ

会長　田代  祐平

　今期、金沢東ローターアクトク
ラブの会長を務めさせていただき
ます田代祐平でございます。よろ
しくお願い致します。
　私自身がローターアクトクラブ
に入会したのは、1年ほど前に前
任者の退職から引継ぎ、何も分か

らないまま参加したのがきっかけです。参加していく
内に、意識の高い同世代との交流に興味をもち、ボラ
ンティア活動など普段生活していく上でなかなか体験
できないことを経験させていただきました。
　現在、金沢東ローターアクトクラブの会員数は15名
です。今期は、倍の30名に目標を置き会員増強に力を
入れたいと考えております。
　金沢東ローターアクトクラブから、ローターアクト
をもっと元気に、そして、地域も元気に。今期のクラブ
ターゲットは「共創」です。金沢東ロータリークラブ様
にもご協力をいただき、地域の皆様も巻き込み１年間
共に元気のあるクラブを創りあげていきたいと考えて
おります。
　まだまだ未熟ではございますが、ご指導ご協力いた
だければ幸いでございます。

８月は会員増強月間です
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新任挨拶
❖ 8 月 18 日（月）例会 ❖

“ガバナー補佐訪問”

■ソング
“それでこそロータリー”
“Sing Everyone, Sing”

■本日の卓話
 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」

■例会卓話予定
 8月25日 夏の納涼例会（国際ホテル）
  9月  1日  第2610地区ガバナー　永

ながたよしくに

田義邦氏（高岡RC）
  「ガバナー公式訪問」
  9月  8日 金沢東ローターアクトクラブ
  会長  田

た し ろ ゆ う へ い

代祐平君,　幹事  中
なかむらりょうへい

村良平君
  「ローターアクト活動報告」

■ おめでとう（敬称略）
◎７月年間皆出席祝

28 ヵ年　不室　　昭  26 ヵ年　越原　悠三
17 ヵ年　岩木　弘勝    7 ヵ年　松本　浩平
  6 ヵ年　徳野与志一    3 ヵ年　高屋喜久子
   2 ヵ年　木屋　満晶    2 ヵ年　山田　秀一
   1 ヵ年　中島　淳一

■ ニコニコ Box（敬称略）
秋月…この度、金沢東ロータリークラブに入会をさせていただきました。

よろしくお願いいたします。
古田…この度、新入会いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
大島淳光…本日より歴史と伝統ある金沢東ロータリークラブに入会させて

いただきました。今後ともよろしくお願い申し上げます。
柳内…本日より、金沢東ロータリークラブに新入会しましたので、よろしく

お願い申し上げます。
別川…秋月浩志さん、柳内清孝さん、古田善也さん、大島淳光さんの4人の

新しい仲間を迎えることが出来ました。ロータリーを理解し、楽し
んでいただきたいと思います。

竹松…秋月さん、古田さん、大島さん、柳内さん、当クラブへのご入会を心
より歓迎いたします。仲良くやりましょう。

田中和彦…秋月さん、大島さん、古田さん、柳内さん、新会員の方々を歓迎
いたします。是非ロータリーを楽しんで下さい。

浅田裕久…古田善也さんのご入会を心から歓迎いたします。
不室…新会員の大島淳光君の御入会おめでとうございます。心より歓迎し

ます。
松本浩平…大島淳光さんのご入会を心から歓迎申し上げます。

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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白川…大島淳光さんのご入会を心よりお喜び申し上げます。今後のご活躍
をお祈りいたします。

山岸…秋月さん、古田さん、大島さん、柳内さん、ご入会おめでとうござい
ます。心より歓迎いたします。

石野…大島淳光さんの入会を、首を長くしてお待ちしておりました。これか
らも末永くよろしくお願いします。

中島秀雄…セコム北陸㈱柳内清孝新社長を新入会員としてお迎えするこ
とが出来ました。鈴木前社長と同様にご交誼のほどお願いいたしま
す。

松本浩平…柳内清孝様のご入会を心から歓迎申し上げます。
髙桑幸一…NTTデータ北陸代表取締役社長の秋月浩志さんを新会員とし

てお迎えすることが出来ました。皆様、よろしくお願いします。秋月
さんのご活躍をお祈りいたします。

大島淳光…長女の咲絵子が交換留学プログラムでカナダへと出発します。
大変お世話になります。

二木…今度、次女が交換留学生としてニューヨーク州（米国）に行かせてい
ただくことになりました。大変お世話になっております。8月20日に
出発予定です。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

竹松…交換学生の大島咲絵子さん、二木さくらさん、いってらっしゃい!!素
晴らしい1年となりますよう祈念しています。

大島国雄…この度は息子が入会、孫は留学と皆様には大変お世話になりま
す。ご指導の程よろしくお願いします。

別川…525年前より続いています金石の大野湊神社の夏祭りが8月1日〜3
日の3日間、行われました。氏子総代の一員として、3日間紋付・袴
で過ごしました。

向井…当社のグループで建設・運営する「金沢彩の庭ホテル」の社長に本
郷一郎氏が就任いたしました。また、先週31日には鉄骨建方が始ま
りました。建設資材や作業人員の不足の影響が心配ですが、来年
3月オープンを目指しております。工事の進捗状況は私のフェイス
ブックに時々アップしますので、ご覧いただけます。是非友達申請し
ていただければありがたく、即承認いたします。

浅田裕久…暑中お見舞い申し上げます。
若林…誕生日のお祝いをいただきました。ありがとうございます。更に元

気にロータリーライフを楽しませていただきます。よろしくお願い
いたします。

秋月…8月10日に満52歳となります。まだまだ頑張っていこうと思います。
中島賢一…誕生日のお祝いをありがとうございます。
能登…48回目の誕生日のお祝いをありがとうございます。精神的にも成長

しなければと反省する今日この頃です。ニコニコと。
松本健夫…お誕生日祝をありがとうございます。8/6で43歳になります。名

前のごとく、ここまで健康な夫でこられました。これからも健康で
いられるよう頑張ります。話は違いますが、昨日、一昨日と長岡の
花火に16名で行ってまいりました。きれいで感動しました。皆さん
も如何ですか?

金谷…誕生日のお祝いをありがとうございます。毎年、年輪を重ねるよう
に成長していきたいと思います。

中村…皆出席2年の顕彰をありがとうございます。これからも頑張ります。

◆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

◆インターアクト年次大会
日　時：8月21日（木）　10:00〜15:00
場　所：こまつ芸術劇場うらら
出席予定者：平野

◆夏の納涼例会
日　時：8月25日（月）　18:30〜
場　所：金沢国際ホテル「イル・プント」
会　費：会員･･･8,000円　配偶者･･･6,000円
※8/25昼の例会はございません。
※当日は軽装でお越しください。

◆来日交換学生オリエンテーション
日　時：8月30日（土）　12:00〜14:30
場　所：ホテルグランテラス富山
出席予定者：松本健夫

◆ガバナー公式訪問  会長幹事懇談会
日　時：9月1日（月）　11:30〜12:20
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

◆グリーン会ゴルフコンペ
日　時：9月13日（土）　8:38スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」

◆国際ロータリー第2610地区　地区大会
・指導者育成セミナー
　10月4日（土）　13:00〜14:50　高岡市民会館
　参加対象者：地区役員、会長・幹事、次期会長・幹事、五大奉仕委員長
・本会議Ⅰ
　10月4日（土）　15:00〜17:30　高岡市民会館
　参加対象者：地区役員、会長・幹事、次期会長・幹事、五大奉仕委員長
・RI会長代理ご夫妻歓迎夕食会
　10月4日（土）　18:00〜20:00　ホテルニューオータニ高岡
　参加対象者：地区役員、会長　（別途登録料11,000円）　
・本会議Ⅱ・記念講演
　10月5日（日）　13:00〜17:30　高岡市民会館
　参加対象者：全会員・家族、交換学生
・大懇親会
　10月5日（日）　18:00〜20:00　ホテルニューオータニ高岡
　参加対象者：全会員・家族、交換学生
・大会登録料　会　員：11,000円（内2,000円はクラブ負担）
　　　　　　 ご家族：8,000円
※10/6例会はございません。

〈 8月例会メニュー 〉
18日 〈中華〉夏のピリ辛四川料理（鶏の唐揚げ、香味炒め、小海老のチリソース煮 他）

25日 　夏の納涼例会（金沢国際ホテル）

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

   
Sing,  everyone,  sing.
Sing,  everyone,  sing.
Let's  get  together  in  all

kinds  of  weather
and  sing,  everyone,  sing.

Smile,  everyone,  smile.
Smile,  everyone,  smile.
All  of  your  troubles  will

vanish  like  bubbles.
so  smile,  everyone,  smile.

木村…何故か1ヵ年の皆出席のお祝いをいただき、ありがとうございます。
継続できるように頑張ります。

　累計　249,220円　

❖ 8 月 4 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 7 月14日 60／88　ホームクラブ　68.18%
 7 月  7日 81／88　補正出席率　　92.05%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）


