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神の中身を理解していない自分が、情けなくなりまし

た。本年度は、勉強の一年として努力せねばと思って

おります。

　幸いなことに国際青少年計画・世界社会奉仕委員

会には、井上英一郎委員長、Ｒ財団・米山記念奨学会

委員会には二木克明委員長を、配して下さりお二人の

実力者にお任せするだけですが、東クラブメンバーに

「頑張ったな」と言われる１年にしたいと思います。と

にかく「よろしくお願いいたします。」と叫び、会長・幹

事に迷惑を掛けないように努力します。

「国際奉仕って？」

国際奉仕委員長　徳野 与志一

　本年度国際奉仕委員長を拝命

いたしました。大変気が重いです。

何故なら、この委員会の本質を

自分自身全く理解していないから

です。外国からの留学生を受け入

れ、ホストファミリーにおんぶに

抱っこ。そのくらいの知識しか持

ち合わせていません。運営方針

には偉そうに書いたけれども前年までと同じ方針を書

き写しただけ。しかし、拝命した以上は責任を果たさ

なければとの焦りばかりです。

　留学生の受け入れ以外に、Ｒ財団や米山記念奨学会

等、名前は聞いたことがあっても実態を知らない、そ

んなメンバーが沢山いると思います。それらの中身は

ともかくメンバーから頂く会費等の中から国際奉仕関

係への寄付というか納付金というか、それがいくらか

ご存知ですか？ロータリーの年会費は、年間288,000

円です。この中から、米山記念奨学会へ6,000円を、

留学生に対しては約17,500円を頂いております。そし

て、会費の他に米山記念奨学会へ10,000円とＲ財団

への寄付金として年間$100を別途徴収させて頂いて

おります。金額云々よりも、そのお金がどのように使わ

れているのか、自分たちの納付するお金がどのように

国際奉仕に役立っているのかを認識しなければと思っ

た次第です。ロータリークラブの根本である奉仕の精
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新任挨拶

7月新旧理事役員会報告（7月13日）

1．2014〜15決算・2015〜16予算の件…原案通り、承認。
2．退会者の件…承認。

・杖村修司会員…業務上の都合により、6/30で退会

3．新会員の件…承認。全会員に通知。

・中
なかむら

村和
か ず や

哉氏…㈱北國銀行  取締役兼執行役員
　　　　　　　　　 総合企画部長兼人材開発室長（S34.7.6生）
 （職業分類：地方銀行　推薦人：米沢　寛、中島秀雄）

4．国際ロータリー第2610地区2015〜2016年度地区大会の件…承認。
・10月24日㈯〜25日㈰　白山市松任文化会館他
・10/26例会を振替とし、登録料11,000円の内   
 2,500円をクラブ補助とする。

・理事、役員、委員長、新会員を登録義務とする。

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

8／17（月）例会は休会です



厚見…本年度、クラブ奉仕委員長を務めさせていただきます。よろし

くお願いいたします。

徳野…岩木会長、能登幹事を支え、国際奉仕委員長として１年間頑張

ります。

山崎勝治…会員増強委員長を拝命しました山崎です。岩木会長のもと、

目標である110名を達成できるよう努力いたしますので、皆様

のご協力をよろしくお願い申し上げます。

朝倉…今年度、プログラム委員長を拝命しました。外部及び当クラブ

メンバーに講師をしていただき、皆さんが前向きになれるよう

な内容の卓話をしていただこうと考えています。新会員の皆様

には必ず声をかけますので、よろしくお願いいたします。

平野…本年度、インターアクト委員長を務めさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。

田中…今年度、クラブ奉仕：厚見さん、職業奉仕：中田さん、社会奉

仕：小池田さん、国際奉仕：徳野さん、皆様のご活躍をご期待

申し上げます。ついでに、ニコニコ委員長：宮本、ガンバレ！！

大島淳光…お誕生日お祝いをいただきました。ありがとうございます。

47歳、益々精進いたします！！

藤弥…7月22日に42回目の誕生日を迎えます。本日はお祝の品をいた

だき、誠にありがとうございます。ロータリーは5月に入会した

ばかりです。今後ともご指導の程、よろしくお願いいたします。

宮本亮一…公私共に大変お世話になっており、業界のリーダーであり

ます田中会長エレクトが少し体調を崩されているようです。飲

み過ぎではとも思いましたが、ゴルフもしていないようですの

で本当に心配です。早く元気になってください。皆様も今日は

暑いので、水分、塩分を小まめに取りましょう。

　合計　117,900円　

❖  7 月 13 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 6 月29日 63 ／ 93　ホームクラブ　67.74％
 6 月22日 78 ／ 93　補正出席率　　83.87％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

◆7月親睦委員会
日　時：7月27日（月）　18:30〜　
場　所：ANAクラウンプラザホテル金沢4Ｆ「ビアテラス」
会　費：4,000円

◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日　時：8月3日（月）　11:30〜　
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18Ｆ
出席予定者：中村、岩木、山岸、能登、中島秀雄、米沢

◆クラブ米山記念奨学会委員長研修会
日　時：8月8日（土）　14:00〜16:00　
場　所：金沢都ホテル
出席予定者：二木

◆ガバナー補佐訪問会長幹事懇談会
日　時：8月24日（月）　11:40〜12:10　
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18Ｆ
出席対象者：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24日（月）　13:40〜14:40　
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18Ｆ
出席対象者：会長、会長エレクト、幹事、副幹事、会計、監査、
　　　　各委員長

❖  7 月 27 日（月）例会 ❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
 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
  「世界都市金沢に向けた新たな価値の創造
  　（Feel the Impact of Kanazawa）
  〜私たち自身の未来のために挑戦しよう〜」

■例会卓話予定
 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 ㈱金沢留学センター
  カウンセラー　千

ち ば

葉英
ひ で お

夫氏
  「未定」
 8月31日 夏の納涼例会（六角堂Grill&Bar）

■ おめでとう（敬称略）
◎６月年間皆出席祝

31 ヵ年　山岸　敬秀  18 ヵ年　別川　　稔
 11 ヵ年　中田　吉則  10 ヵ年　山本　晴一
  8 ヵ年　小池田康秀    8 ヵ年　竹松　俊一
  7 ヵ年　朝倉　宏太    4 ヵ年　根布　　寛
  3 ヵ年　能登健太朗    2 ヵ年　井上英一郎
  2 ヵ年　木村　道明    2 ヵ年　宮本　亮一
   2 ヵ年　成島　　孝    1 ヵ年　本田　哲哉
   1 ヵ年　大倉　　彰

■ニコニコBox（敬称略）
松本浩平…長女　佳奈が7月26日からアメリカ・シアトルに１カ月間

留学させていただきます。貴重な機会を賜り、ありがとうござ

います。

大島淳光…昨日から、ティファニーが我が家に来てくれました。短期留

学のティムと共に暫く賑やかになりそうです。また、26日から

次女　萌詠子が短期留学でシアトルに向かいます。お世話にな

りますが、よろしくお願いいたします。

米沢…先週、入会された黒木さんの推薦人をさせていただきました。

皆様のご指導をよろしくお願いします。

〈 7月例会メニュー 〉
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

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

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.


