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　皆様、はじめまして。三平佐弓と

申します。この度は歴史と伝統ある

金沢東ロータリークラブへの入会ご

承認を賜りまして、誠にありがとう

ございます。

　私は、加圧トレーニングスタジオ

の運営と、夫が院長をつとめる整形外科クリニックで、事

務長と診療放射線技師をいたしております。結婚後20年

間主婦をしておりましたが、長女が大学生になった年に、

クリニックのためにと、放射線技師を志し、家から通え

る金沢大学を受験しました。難しい年頃の長男と励まし

合って同じ会場でセンター試験を受けたことが一番の思

い出です。入るまでも入ってからも、鈍った頭で、若い人

についていくのは大変でしたが、若い人達と交流できた

ことや、「やればできる」という自信がついたことは得難

い経験でした。今はほとんど実際にレントゲンやMRIの

撮影に携わることはありませんが、頑張って取得した資

格はいつか役に立つこともあると思いますので、時々ブ

ラッシュアップもしております。

　現在は、自分の健康のために始めた加圧トレーニング

が、若い方の筋トレだけではなく、高齢者の健康増進や、

傷病治療中の方の回復に役立ち、微力ながら、地域の方

の健康づくりのお手伝いに貢献したいと日々研鑽中です。

　今後、ロータリークラブの理念や目的をよく理解し、実

践し、一日も早く立派なロータリアンとなれるよう努めて

まいりますので、よろしくご指導賜りますよう、お願いい

たします。
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入会挨拶
❖ 4 月 20 日（月）例会 ❖

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

■本日の卓話
  4月20日 ㈲土の味　代表　山

やまうち

内外
と も お

茂男氏
  「売れる物を売るのではなく、
  　売らなければならない物を売る」

■例会卓話予定
  4月27日  休会
  5月11日  ㈱フルーツむらはた
  代表取締役社長　村

むらはた

端一
か ず お

男氏（金沢東RC）
  「日本産フルーツの輸出」

■ おめでとう（敬称略）
◎ 3 月年間皆出席祝

22 ヵ年　米沢　　寛  3 ヵ年　平野　利康
  3 ヵ年　向井　健夫  2 ヵ年　谷村庄太郎
  1 ヵ年　忠田　秀敏

■ニコニコBox（敬称略）
三平…この度は入会ご承認いただきまして、ありがとうございます。

一日も早く、立派なロータリアンとなれますよう頑張ります
ので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

山縣…本日より、新会員としてお世話になります。何卒よろしくお願
い申し上げます。

別川…新会員に、山縣秀行さん、三平佐弓さんをお迎えすることが
出来ました。ロータリー活動を楽しんで下さい。

竹松…本日、三平佐弓さん、山縣秀行さんのお二人を新会員にお迎
えしました。心より歓迎申し上げ、ご活躍を祈念いたします。

岩木…三平 佐弓さん、山縣さんの入会を心から歓迎いたします。
益々のご活躍をお祈り申し上げております。

浅田裕久…御同業の山縣秀行さんのご入会を心から歓迎いたしま
す。末永いお付き合いをお願いいたします。

山岸…本日、三平さん、山縣さん、ご入会おめでとうございます。今
後のご活躍をお祈りいたします。

木藤…三平佐弓さんのご入会を心からお慶び申し上げます。素敵な
ロータリアン生活を共に過ごしましょ。

浅田久太…寿屋 山縣さんの歴史と伝統ある金沢東RCへの入会を
心より歓迎申し上げます。

山本…三平会員、山縣会員を新たにメンバーとしてお迎えしたこと
を喜んで、ニコニコと。
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白川…山縣さんの入会を心よりお祝い申し上げます。今後のご活躍
を期待致しております。

冨久尾…先日、息子が厚見会員の安江八幡宮で無事結婚いたしまし
た。家族が増えて、ニコニコと!

厚見…桜の開花と共に、長男に嫁が長崎よりやって来ました。結婚
式では、石亭様、ことぶき様、鏑木商舗様には大変お世話に
なりました。ありがとうございました。

浅田裕久…嫌な誕生日ですネ。後期高齢者の仲間入り、免許セン
ターの事前審査では認知症の検査を受けました。合格した
のかな〜?

高桑秀治…お蔭様で健康にも恵まれ、誕生日を迎えることが出来ま
した。

和田…誕生祝をいただきました。
荒木…誕生日のお祝いをいただき、嬉しくもあり、寂しくもあり…。

いつまでも、若い気持ちで頑張りたいと思います。
根布…誕生日祝、ありがとうございました。健康にだけは自信があ

りますので、また１年頑張ります。
太田有彦…誕生日のお祝い、ありがとうございました。とうとう半

世紀が過ぎました。充実した日々を過ごせるよう、頑張りま
す。

能登…結婚記念日のお祝をありがとうございます。ニコニコと。
山﨑修二…26カ年皆出席顕彰、ありがとうございました。30年を目

指して頑張ります。
厚見…14カ年皆出席顕彰、ありがとうございました。15カ年目指し

て頑張ります。

◆4月理事役員会
日　時：4月20日（月）　12:00〜
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18F

◆次年度第1回クラブ協議会
日　時：4月20日（月）　13:40〜14:40
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18F

◆4月親睦委員会
日　時：4月23日（木）　18:30〜
場　所：JIM HALL（ジム･ホール）
会　費：5,000円

◆金沢RC 80周年記念大会
日　時：4月25日（土）　13:00〜
場　所：石川県立能楽堂及び金沢城址公園内特設会場
出席予定者：別川、竹松、岩木、田中、厚見

◆金沢RC 80周年記念ゴルフ大会
日　時：4月26日（日）　9:00スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」
会　費：7,000円（プレー代各自負担）

◆ガバナー補佐訪問  会長・幹事懇談会
日　時：5月11日（月）　13:30〜
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18F

◆地区研修・協議会
日　時：5月24日（日）　13:00〜17:30
場　所：野々市市文化会館フォルテ
　　　　野々市市立野々市小学校
会　費：4,000円（クラブ負担）
出席義務者：次期会長、幹事、会計、理事、役員、各委員長、
　　　　新会員

◆石川第1分区A  次年度会長・幹事連絡会
日　時：5月26日（火）　17:00〜
場　所：大友楼
会　費：8,000円（クラブ負担）

〈 4月例会メニュー 〉
20日 〈洋食〉牛フィレ肉のグリル  新緑の香りを添えて

4/27㈪ は休会です

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

   
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.

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

４月は雑誌月間です

『第29回 愛の献血運動』実施のご案内
日　時：5月18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。

※今回は400ml献血のみの受付となります。

坂本…先のゴルフコンペで、優勝させていただきました。笠間様、山
岸様、白川様の素晴らしいメンバーで、久し振りに楽しいゴ
ルフでした。さらに、ベスグロ、ドラコンと本当にありがとう
ございました!J大切なことを、会長賞もいただきました。

田中…過日行われましたグリーン会で３位に入賞いたしました。高
桑さん、木屋さんが不参加の中、邪念が働きまして残念です。
次回も強豪の不参加を期待して頑張ります。ニコニコと!

向井…土曜日に金沢東RCグリーン会があり、不肖向井はグロス丁
度100の大したスコアではありませんでしたが、見事、準優
勝をいただきました。パーとトリプルボギー以上がそれぞれ
４つ、これがうまくダブルぺリアにマッチしたようです。優
勝でベスグロの坂本憲一先輩が表彰式を欠席されたので、
これは繰り上げ優勝か? と期待しましたが、残念ながら認め
られませんでした。村端さん、賞品の美味しいフルーツをあ
りがとうございました。

　累計　1,320,870円　

❖ 4 月 6 日（月）例会報告❖

■出席率報告
  3月23日 53 ／ 92　ホームクラブ　57.61%
  3月16日 76 ／ 92　補正出席率　　82.61%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員1名）

❖ 4 月 10 日（金）例会報告❖

“東京東RC 60周年記念例会”

■出席率報告
  3月30日 57 ／ 92　ホームクラブ　61.96%
  3月23日 73 ／ 92　補正出席率　　79.35%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員1名）


