
事務局：金沢市彦三町2丁目1番地45号  むさしビル4F
ＴＥＬ：076-260-1212　FAX：076-260-5656
E-mail：k-eastrc@gaea.ocn.ne.jphttp://www.kanazawahigashi-rc.com/
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会長：岩　木　弘　勝
幹事：能　登　健太朗
会報：日根野　幸　子

世界へのプレゼントになろう
 Be a gift to the world

金沢東ロータリークラブ会報

2015.6.16
駒井

 「常に明るく前向きに」

会長　岩木 弘勝

　この度、金沢東ロータリークラ

ブ第58代の会長を仰せつかりま

した。半世紀を超える歴史と輝か

しい伝統を誇る金沢東ロータリー

クラブは、多くの諸先輩方の努力

によって築かれてきました。その

責任の重さを感じ、身の引き締ま

る思いであります。

　これまでの良き伝統を大切にしながら、さらに新た

な歴史の1ページを刻んでまいりたいと思いますので、

一層のご指導とご協力をお願い申し上げます。

　本年度RI会長は、スリランカ出身で、ティーバッグの

製造で世界をリードする上場企業のCEO（最高経営責

任者）K.R.“ラビ”ラビンドラン氏です。

　2015－2016年度RI会長テーマは「世界へのプレゼ

ントになろう」（Be a gift to the world）

Gift = 天（神）から与えられた才能・能力

Present ＝ 個人から個人へ与える品物

• ｢地位や身の上にかかわらず、才能、知識、能力、努

力、そして献身と熱意など、誰でも与えることので

きる何かを持っているはずです。私たちはロータリー

を通じて、これらを世界にプレゼントすることで、誰

かの人生に、そして世界に、真の変化を起こすこと

ができるはずです。」

• ｢人は手を閉じて生まれ、手を開いて世を去る」、ま

た「己の才能は、天から授かったもの」と言われます。

ですから私たちは、その授かりものをお返しするの

です。

•私たちは皆、この世に生まれ、何でもつかみ取ろう

としますが、この世を去るときにはすべてを残してい

きます。ロータリーを通じて私たちは、いつまでも続

く、本物の何かを残すことができるでしょう。

•私たちに与えられた時間は今です。この機会は二度

と訪れるものではありません。

　私は、RI会長は人生の目的とは何かを語っているよ

うに思います。

　このRI会長のテーマを受け、第2610地区柳生好春

ガバナー（野々市RC）は、地区テーマは別個に定めず、

RIテーマ「世界へのプレゼントになろう」を地区テーマ

としています。

　ガバナーメッセージとして「ロータリーを楽しむ」を掲

げています。

　地区目標として、

①第5回日台ロータリー親善会議を2016年6月5日㈰

に金沢で開催する。

②ロータリーリーダーシップ研究会を地区で行い、クラ

ブの未来を担うリーダー及びクラブの枠を超えた指

導者の育成を目指す。

③ロータリー財団の地区補助会・グローバル補助会を

有効に活用し、クラブの奉仕活動を活性化する。（RC

財団寄付100ドル/1人・寄付0クラブを無くする）
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新任挨拶
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2015 〜 2016 年度 金沢東ロータリークラブ理事・役員・委員会構成

委員会 委員長 担当委員長 副委員長 委　　　　　員

クラブ奉仕 厚見　正充（理）

職業分類
会員選考 鈴木　宗幸（理） 不室　　昭 小池田康成、大島　国雄

会員増強 山崎　勝治 白川ひとみ 絹川　善隆、本谷　裕二、坂本　憲一

ロータリー情報 山岸　敬秀（理） 北川　義信 諸江　賢二、若林　智雄、山﨑　修二

親　　睦 向井　健夫 浅田　久太

秋月　浩志、天野　重人、藤弥　昌宏、古田　善也
星　　忠利、飯沼　潔人、川杉　朋弘、黒木　康生
三平　佐弓、南　　志郎、村端　一男、成島　和仁
野村　圭作、大倉　　彰、利光　克仁、高岩　勝人
我妻　博志、山縣　秀行、山本　晴一、柳内　清孝

出　　席
ニコニコ 宮本　亮一 大島　淳光 荒木　吉雄、木藤衣妃子、根布　　寛

プログラム 朝倉　宏太（理） 粟田　真人
橋本　好哲、本田　哲哉、鏑木　基由、中島　淳一
成島　　孝

会　　報
広　　報
雑　　誌

日根野幸子（理） 小池田　均 宮本　秀夫、並木　幹夫、岡田　直樹、太田　有彦

職業奉仕
（ロータリー･ボランティア）

中田　吉則（理） 北　総一朗 安達　　洋、笠間　史盛、松木　浩一、澤木　範久

社会奉仕
青少年奉仕

小池田康秀（理）

環境保全
人間尊重 金谷　道憲（理） 松本　健夫 越原　悠三、湊　　康久、村田　　淳

地域発展
奨学財団 冨久尾佳枝 水上　誠子 浅田　裕久、久田　欣一

協同奉仕
（ローターアクト）

高屋喜久子 木屋　満晶 金子　福夫

協同奉仕
（インターアクト）

平野　利康 西川　英治 高桑　秀治

国際奉仕
（ロータリー友情交換）

徳野与志一（理）

国際青少年計画
世界社会奉仕 井上英一郎 谷村庄太郎 松本　浩平、太田　光尋、米沢　　寛

ロータリー財団
米山記念奨学会 二木　克明（理） 忠田　秀敏 中川　　衛、酒井　道行、和田　清聡

会　長	 岩木　弘勝（理）	 理　事（職業奉仕）	 中田　吉則　　　
副会長（会長エレクト）	 田中　和彦（理）	 理　事（社会奉仕）	 小池田康秀
副会長（クラブ奉仕・会長ノミニー）	 厚見　正充（理）	 理　事（国際奉仕）	 徳野与志一
幹　事	 能登健太朗（理）	 理　事	 朝倉　宏太
副幹事	 木村　道明	 理　事	 二木　克明
S A A 	 紙谷　一成（理）	 理　事	 日根野幸子
副SAA	 石野　一樹	 理　事	 金谷　道憲
会　計	 高桑　幸一（理）	 理　事	 鈴木　宗幸
監　査	 中島　秀雄	 理　事		 山岸　敬秀
直前会長	 別川　　稔	 直前幹事	 竹松　俊一

	 ＜地区役員＞	 地区ローターアクト委員長　
木村　道明

	 職業奉仕委員	 松本　健夫
	 	 　危機管理委員	 ローターアクト委員	 高屋喜久子
	 	 　国際青少年交換委員　　　中田　吉則	 インターアクト委員	 谷村庄太郎
	 	 　国際青少年交換委員　　　竹松　俊一	 　　　　　　　　　　　　　（2015.7.1より実施）



幹事　能登健太朗

　このたび2015－2016年度の幹

事を務めさせていただくことにな

りました能登健太朗です。

　入会して7年の経験浅き若輩も

のに大役が務まるかどうか不安で

はありますが、敬愛する岩木会長

を一生懸命お支えし、この1年間当クラブの効果的な運

営と発展の為に精一杯頑張っていきたいと思います。

 　私がロータリーを知ったのは、父が金沢西ロータ

リーに入会した時だったと思います。私が社会人になっ

てからの事ですので、ロータリーでの留学等の経験もな

く、その後もロータリーについてあまり話を聞いた記憶

がありませんでした。どちらかと言うと、余計な事は話

さないタイプですが、唯一日台ロータリー親善会議のこ

とについて、熱く語っていたのを覚えております。なぜ

そんなに熱くなっているのか、その意味も解らず聞いて

いましたが、今年がその年であるのもなにかの縁であ

り、ロータリーを少しでも理解するためにも、一生懸命

やってみなはれと言われているのかと勝手に思ってお

ります。

　本年度、岩木会長は「常に明るく前向きに」という運

営方針を揚げられました。そして、「進化こそ、宇宙から

与えられた人間の使命」であるという人生の目的を教

えていただきました。「人は、才能、知識、努力、そして

献身と熱意など、誰でも与えることができる何かをもっ

ている。」そして「それぞれの才能は、天から授かった

もの」であり、GIFTという言葉で表現されると今期の

国際ロータリー会長の所信から教わりました。そして

ロータリーの標語、ロータリーの目的、4つのテストな

ど多くの共通した理念があり、どれも大変興味深く、ま

た地区協議会で、ロータリーの活動も中長期的に考える

時期に来ているとの考え方をお聞きしました。浅学非

才の私としては、まだまだそれらを理解しているわけで

はありませんが、経験の中からもっともっと勉強しなけ

ればいけないと思っております。

　岩木会長から、天地人という言葉がありますが、なに

よりも人の輪が一番重要という意味だという事も教え

ていただきました。当クラブは全員が和気藹々と友情

を深める素晴らしい伝統を先輩方が創ってこられまし

た。そして人との出会いが人をつくるとするならば、こ

の縁を大切にするとともに、金沢東ロータリークラブの

古き良き伝統を受け継ぎ、メンバーの皆様全員が今ま

で以上に交流をはかり有意義な活動ができるように幹

事職を務めて生きたいと思います。

　至らぬ点も多いでしょうが、ロータリーの友情に免じ

てご寛恕いただき、皆様のご指導とご協力を賜りたい

と願っております。一年間どうぞ宜しくお願いいたしま

す。

❖ 7 月 6 日（月）例会 ❖

■ソング
“君が代”
“奉仕の理想”

■本日の卓話
 7月  6日 会長・幹事新任挨拶

■例会卓話予定
 7月13日 臨時総会（決算・予算）
  5大奉仕委員長挨拶
 7月27日 金沢青年会議所　理事長　北

きたむら

村宜
たかひろ

大氏
  「未定」
 8月  3日 交換学生　大

おおしま

島咲
さ え こ

絵子さん
  「帰国報告」
 8月10日 交換学生　二

ふたつぎ

木さくらさん
  「帰国報告」
 8月17日 休会
 8月24日 未定
 8月31日 夏の納涼例会（六角堂Grill&Bar）

■ニコニコBox（敬称略）
澤邑（茅ヶ崎RC）…茅ヶ崎ロータリークラブの澤邑と申します。初めてお伺いいた

します。本日は、妻が女性会の打合せで金沢商工会議所訪問に同行してま
いりました。何卒よろしくお願いいたします。

松本浩平…ネイザン・エバーソール君の来沢を心から歓迎申し上げます。テイファ
ニーを合わせ、7人家族となります。頑張ります。

井上…アメリカからの短期交換留学生のNathan（ネイザン）君とTim（ティム）君
が来日されました。日本を、金沢を存分に楽しんで行ってください。

大島淳光…昨日から我が家に息子が来ました。Tim君です。1か月間、金沢を楽しん
で欲しいです。そして、1か月後に次女もえこがアメリカのシアトルの短期留
学でお世話になります。

石野…皆様のお蔭で息子の圭一郎が7月から1年間、オーストラリアへ留学させて
いただきます。金沢、日本代表として、しっかり学んできてほしいと思いま
す。これで、家族で英語がしゃべれないのは私だけになりそうです。

竹松…1年間の長期交換留学に出発する石野圭一郎君、短期交換プログラムに参
加する大島萌詠子さん、松本佳奈さん、ぜひ頑張ってくださいね。

澤木…この度、中日新聞取締役北陸本社代表に就任いたしました。編集局長時代
と変わらぬご厚情の程、お願い申し上げます。

別川…会長として、最後の例会となりました。1年間、ありがとうございました。本
当にうれしいニコニコです。会長としては最後ですが、ニコニコは最後では
ありません。

岩木…今年度1年間、皆様のお蔭で会長エレクトを無事務めることが出来ました。
ありがとうございました。次年度もよろしくお願いいたします。

竹松…お蔭様で幹事職を無事務めることが出来ました。至らぬ点が多々あったと
思いますが、ロータリーの友情に免じてご寛恕ください。1年間、ありがとう
ございました。

井上…何とか無事にSAAを務め上げることが出来ました。禁煙するきっかけにも
なりました。8RC新年合同例会では女子アナと一緒に楽しく司会させてい

ただくなど役得もあったり、思い出深い有意義な1年でありました。皆様か
らいただきましたアドバイスに感謝いたしております。

小池田康秀…この1年、親睦委員会の行事にたくさんの皆さんにご参加いただき
ありがとうございました。皆様のお蔭で8RC新年合同例会、夜間例会、夜
の親睦委員会をはじめ、全ての行事を無事終えることが出来ました。明日
の夜の親睦委員会納会も前代未聞の55名のご参加です。1年間、成島副委
員長をはじめ親睦委員の皆様には大変お世話になりました。感謝!感謝!で
あります。次は向井委員長、よろしくお願いします。

秋月、大島、古田、柳内（平成26年8月入会）…別川会長、竹松幹事、どうもお疲れ
様でした。右の左もわからない我々が楽しくロータリー活動を1年続けられ
たのは、お二人のリーダーシップのお蔭です。引き続き、暖かい眼で我々を
お導きください。

徳野…別川会長、竹松幹事、1年間ご苦労様でした。私も社会奉仕委員長を無事終
えることが出来ました。会員皆様に感謝申し上げ、ニコニコと。ありがとう
ございました。

厚見…別川会長、竹松幹事、1年間ご苦労様でした。
鈴木…会長、幹事、1年間ご苦労様でした。
厚見…井上SAA 、1年間、堅実にお勤めいただき、ご苦労様でした。向井委員長、1

年間例会を盛り上げていただきまして、ありがとうございました。
本谷…6月6日、グリーン会ゴルフコンペで東ロータリー入会以来念願の優勝を手

にすることが出来ました。スコア的には決して誇れるグロスではありませ
んでしたが、スタート前に本日は優勝が出来るような感がありました。（一
緒にラウンドするメンバーを見た時に）次回は皆様の前で胸を張らなくても、
友達を失わないようなプレーを心がけてニコニコと!!

宮本亮一…結婚記念日に赤い花をいただきました。ありがとうございます。向井委
員長、1年間お疲れ様でした。来週からは、一歩でも向井委員長に近づける
よう頑張ります。

成島孝…結婚記念日のお祝いにお花をいただきました。ありがとうございました。
向井…通算37通目で、いよいよ今年度最後のニコニコメッセージです。皆様、1年間

お付き合いいただき、ありがとうございました。金額的には160万円の目標
を達成できました。これも皆様のご協力のお蔭です。ニコニコの10行のメッ
セージでたくさんの事柄を会員の皆様に伝えられることがわかりました。冠
婚葬祭、喜怒哀楽、春夏秋冬のご挨拶など、今後も次年度宮本委員長のもと
へ、皆さん、こぞってお届けいただければと、切にお願い申し上げます。

　累計　1,695,650円　

❖  6 月 29 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 6 月  8日 56 ／ 93　ホームクラブ　60.22％
 6 月  1日 87 ／ 93　補正出席率　　93.55％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

〈 7月例会メニュー 〉
  6日 〈和食〉涼風定食
13日 〈中華〉"夏のピリ辛四川料理"
27日 〈洋食〉"夏を乗り切る"牛フィレ肉のグリルに夏野菜ソテー カフェ・ド・パリを添えて

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ロータリー米山記念奨学事業を強化する。（普通寄付

6,000円/1人・特別寄付10,000円/１人）

⑤ローターアクト、インターアクトにもっと関わりを持

ち、青少年の育成に力を入れる。

以上を提示されました。

「常に明るく前向きに」

　松下幸之助氏、稲盛和夫氏など名立たる経営者の思

想に大きな影響を与えた中村天風氏は、「人間には宇宙

から与えられた使命がある」と言いました。

　「進化こそ、宇宙から与えられた人間の使命」であり、

人生の目的とは、「魂を磨くこと」であると言っています。

　魂を磨くとは、「心を高める」ことであり、少しでも

世のため、人のためになることをする、ということです。

　ロータリーの第１標語「超我の奉仕」、第２標語「最も

奉仕する者、最も多く報いられる」とあるように、ロー

タリー精神と奉仕活動にまさに一致するわけであります。

　天風氏はそのためには「常に明るく前向きに」生きる

ことが大切であると言っています。

　今年度は、「常に明るく前向きに」を運営方針として、

クラブの良き伝統を継承し、努力してまいりますので、

各委員長、会員の皆様方のご支援、ご協力を何卒宜し

くお願い致します。

　なお、地区ローターアクト委員長・危機管理委員に木

村道明氏、国際青少年交換委員に中田吉則氏、竹松俊

一氏、インターアクト委員に谷村庄太郎氏、職業奉仕委

員に松本健夫氏、ローターアクト委員に高屋喜久子氏が

出向されますので、皆様方のご支援を宜しくお願い致し

ます。

◆ロータリー情報委員会（新会員研修会）
日　時：7月6日（月）　11:30 〜　
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18F
出席予定者：利光、南、黒木、不室、浅田裕久、山岸、能登、
　　　　井上、小池田康秀、岩木、米沢

◆金沢東ローターアクト所信表明例会
日　時：7月6日（月）　20:00 〜 21:30
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ

◆会計・監査委員会
日　時：7月9日（木）　17:00 〜　
場　所：金沢東RC事務局
出席予定者：高桑幸一、中島秀雄

◆新旧理事役員会
日　時：7月13日（月）　11:30 〜
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18F

◆クラブ広報委員長会議
日　時：7月26日（日）　14:00 〜 16:00　
場　所：石川県地場産業振興センター　新館2Ｆ
　　　　「第10研修室」
出席予定者：日根野


