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　ANAホリデイ・イン金沢スカイ総支配人
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　初めまして、ANAホリデイ・イン
金沢スカイの中島賢一と申します。
　このたび縁あって、歴史ある金
沢東ロータリークラブへ入会でき
ましたことを大変光栄に存じます。
また、ANAホリデイ・イン金沢ス
カイが東ロータリークラブの例会

場となっております関係上、総支配人の立場として、歴
代の名に恥じないようにしっかりお世話もさせていただ
く所存ですので何卒よろしくお願いいたします。
　さて、簡単に私の自己紹介をいたします。
　私はANAホリデイ・イン金沢スカイ勤務の前は、
ANAクラウンプラザ金沢におりましたのでご存じの方
もいらっしゃるかと思います。金沢にきて通算2年半に
なります。すっかりこの土地に魅せられており、また知
れば知るほど金沢という土地の持つ奥深さに驚嘆する
毎日を送っております。生まれは九州の長崎です。博多
全日空ホテル(現ANAクラウンプラザ福岡)で社会人
生活をスタートしました。20数年間ホテルのほぼ全セ
クションを経験したのち、沖縄の万座ビーチホテル(現
ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート)、石
垣全日空ホテル(現ANAインターコンチネンタル石垣リ
ゾート)、札幌全日空ホテル勤務の後こちらへ参りました。
　CP金沢在籍時は金沢みなとロータリークラブに入っ
ておりました(2年)。ロータリークラブ活動の楽しさ、大
変さも多少は体験しております。
　金沢東ロータリークラブでの新たな出会いや活動が
今から楽しみでなりません。
　どうぞ皆様よろしくお願いいたします。 ８月は会員増強月間です
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入会挨拶

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

㈱電通西日本金沢支社長
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　2014年7月より、金沢東ロータ
リークラブに入会いたしました。
伝統ある同会への入会を承認頂
き、推薦者を始め、先輩会員の皆
様に御礼申し上げるとともに、今
後もご指導賜りますようお願い申
し上げます。

　私のプロフィールを簡単に記載いたします。昭和37
年9月5日京都生れ、同志社大学法学部を昭和61年に
卒業後、電通に入社いたしました。その後大阪での勤務
が続き今年4月より電通西日本金沢支社に転勤してま
いりました。
　来年は、北陸新幹線開通に合わせて数々のビックプ
ロジェクトが予定されております。このタイミングに赴
任いたしましたことは、大きなプレッシャーと同時にワ
クワクする気持ちの高鳴りがあります。赴任して早々
勝手ではありますが。この重圧感と高揚感を皆様と共
有できることを幸せに思います。また、この千載一遇
のチャンスにおけるビジネスも大事ですが、まずは私自
身が地元の皆様に受け入れてもらえるべく、各種各界
の方々との交流を深め、地元の文化・教養を身に付ける
ことが大事と思っております。そういう意味でもロータ
リークラブへの入会は私にとっても大変有意義な機会
だと思います。どうか精進してまいりますのでよろしく
お願い申し上げます。
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感謝、家族に感謝、まわりの人たちすべてに感謝します。
越原…26ヵ年の皆出席をすることが出来ました。これも皆様方のご支援の

お蔭、感謝申し上げます。
岩木…17カ年皆出席のお祝いをいただきまして、ありがとうございました。

これからもよろしくお願い申し上げます。
松本浩平…早いもので50周年の年に入会させていただき、7ヵ年となりま

した。これからもよろしくお願い申し上げます。
徳野…永く在籍しているようで、ようやく6ヵ年の皆出席表彰をいただけま

した。皆様と家族の支えと本人の努力だと思います。これからも末
永くニコニコと。

高屋…3カ年皆出席ありがとうございます。金沢東ローターアクトの30名
会員増強目標、30歳までの年齢制限、3000円の月額会費。3・3・3
でよろしくおねがいします!

木屋…2年間皆出席顕彰をいただきありがとうございました。今後も続け
られるよう頑張ります。

山田…皆様のご指導のお蔭をもちまして2カ年皆出席となりました。あり
がとうございます。充実した3年目にしたいと思います。引き続きよ
ろしくお願いします。

成島孝…前回欠席で申し訳ございませんでした。1カ年皆出席顕彰いただ
きました。ありがとうございました。

忠田…誕生日プレゼントをありがとうございました。また、8月10日に孫が
生まれました。初めての孫で喜んでいます。

向井…残暑お見舞い申し上げます。本日も皆様にはニコニコBOXの意義を
よく理解していただき、たくさんのご寄付をいただきました。あり
がとうございます。

　累計　314,120円　

❖ 8 月 18 日（月）例会報告 ❖

“ガバナー補佐訪問”

■出席率報告
 7 月28日 55／88　ホームクラブ　62.50%
 7 月14日 77／88　補正出席率　　87.50%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

◆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」

◆交換学生ケィティさん歓迎会
日　時：9月13日（土）　18:30〜
場　所：てらおか風舎金沢店
会　費：5,000円

◆金沢西RC 50周年記念例会
日　時：9月26日（金）　14:45〜
場　所：ホテル日航金沢
出席予定者：別川、竹松

〈 9月例会メニュー 〉
  1日 〈和食〉秋の味覚定食（秋鯖と大根の味噌炊き、青梗菜、紅葉人参 など）
  8日 〈中華〉旬の秋野菜を使って（鶏肉と栗の豆板醤炒め、キノコのスープ など）
22日 〈洋食〉仲秋の名月にちなんでフォアグラ入り月見ハンバーグ茸添え
29日 〈中華〉秋の味覚 山海の幸（牛肉と加賀蓮根のオイスター炒め など）

❖ 8 月 25 日（月）例会 ❖

“夏の納涼例会”

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
 8月25日 夏の納涼例会（国際ホテル）

■例会卓話予定
  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）
  「ロータリーのビジョンを語ろう」
  9月  8日 金沢東ローターアクトクラブ
  幹事　中

なかむらりょうへい

村良平君
  「成長の場としてのローターアクト」
  9月22日 ㈱銭屋取締役社長　高

た か ぎ

木慎
しんいちろう

一朗氏（金沢南RC）
  「未定」

■ ニコニコ Box（敬称略）
酒井石川第1分区Aガバナー補佐…ガバナー補佐訪問にまいりました。
別川…お忙しい中、酒井ガバナー補佐にクラブ訪問をいただき、ありがと

うございました。いただいた貴重なご意見、ご指導は当クラブ活動
に生かしていきたいと思います。

米沢…8月24日に行われます「ツエーゲン金沢　1万人チャレンジデー」は、
J2昇格に向けての大きな分岐点になります。是非とも応援に駆け
付けていただきたくお願いいたします。

木村…ツエーゲン金沢　8/24（日）西部緑地公園17:00キックオフ「1万人
チャレンジデー」が行われます。座席にチラシと招待券を入れた封
筒を置かせていただきました。皆さん、ぜひご来場ください。　

浅田久太…今年で開業50周年を迎える「石亭」を新幹線に向けて、少しお
色直しをいたします。今週土曜日より着工し、2カ月程休業させてい
ただきます。ご迷惑をおかけしますが、休業中は松魚亭をご利用い
ただければ幸いです。

別川…父　献の葬儀にご会葬いただき、ありがとうございました。金沢東
ロータリークラブに所属していた先代の七造の時より親しくしてい
ただいた方のご会葬もいただきました。

二木…長女が1年間の留学を終え、無事に帰国しました。どれだけふてぶて
しくなっているかと戦々恐々しておりましたが、思ったほどでもなく
安心しました。ありがとうございました。

大島淳光…いよいよ明日、長女がロータリー交換留学プログラムでカナダ
へ出発します。これまで皆様にはご支援いただき、ありがとうござ
いました。

和田…ちょっと良い事がありました。
不室…28カ年皆出席のお祝いをいただき、ありがとうございます。健康に
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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.


