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　幸い病気は全快し、仕事の面でも広報や宣伝部門に
再び復帰いたしました。それまでしょぼくれていた私を
励ましてくれた会社の同僚や派遣先の皆さん、自分の
家族には本当に感謝しております。しかし人間、喉元過
ぎればなんとやらで、特に金沢に来てからは、おいしい
日本酒の誘惑に負け続けております。
　今回不詳の身ながら金沢東ロータリーの会員として
お認め頂いたことは、大変光栄に感じております。また
私にとってロータリーデビューでもありますので、皆さ
ん方にご迷惑を掛けないように気を引き締めて金沢生
活を送りたいと思います。
　それなりに年齢は重ねておりますが、全くの未熟者
なので、これからもご指導のほど宜しくお願い申し上げ
ます。

　㈱金沢名鉄丸越百貨店 代表取締役社長
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　皆様、はじめまして。めいてつエ
ムザの利光克仁です。
　出身は岡山県倉敷市で大学入学
時から名古屋へ移り住み、そのま
ま就職も名古屋で決めました。　
　鉄道会社に入ったものの、鉄道
事業に関わったのは数年で、30代
以降は企画や広報・宣伝、イベント

事業などの部門を回り、流通らしいことをやったのは
50代になってからですので、百貨店業界では全くの初
心者です。
　これまでで一番印象に残っている仕事は、2005年に
愛知県で開催された国際博覧会いわゆる「愛知万博」
の事業です。それまでいくつかのイベントや博覧会を経
験しておりましたが、「万博」いわゆる国際博であり総
合博でもある事業はまさに博覧会の頂点ですから、当
時イベント屋として生きていこうと考えていた私には夢
のような出来事でした。1997年の誘致決定前から関与
し、2000年には日本国際博覧会協会に職員として派遣
されました。
　協会組織においても企画や事業誘致、基本計画策定、
プロデューサー事務局など、幸いなことにコアなパート
で働くことができましたが、残念なことに体調を悪くし
て3年少々で親元に強制帰還ということになりました。
帰還後も体をだましだまし、チケット販売や会場輸送な
どの仕事をやっておりました。その後愛知万博は大成
功で閉幕し、思い残すことは何もないといっては大げさ
ですが、病気の再発という恐れもありましたので、本当
にそんな気持ちになったことも事実です。
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入会挨拶

8月理事役員会報告（8月10日）

1．2015-16年度地区委員の件…承認。
・日台親善会議実行委員会式典部会委員…
　山本晴一会員に委嘱

2．新会員候補者および職業分類新設の件…承認。全会員へ通知する。

・気
き だ に

谷源
げ ん し

嗣氏…㈱アドバンテージ・ファクトリー
　　　　　　　　　 代表取締役（S49.7.25生　41歳）
 （職業分類：看板標識製造〔新設〕  推薦人：平野利康、藤弥昌宏）

3．2016-2017年度派遣交換学生の件…承認。地区へ推薦する。
・松本　佳奈さん…金沢二水高校1年、松本浩平会員ご息女
・大島萌詠子さん…金沢泉丘高校1年、大島淳光会員ご息女

4．定期預金口座の件
・金沢信用金庫に60周年積立金の定期預金口座を
新規に開設する。

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月は会員増強・拡大月間です



しくお願いいたします。
朝倉…誕生日のお祝いをありがとうございます。48歳の年男

です。皆様に感謝！
能登…誕生日のお祝いをありがとうございます。ニコニコと。
金谷…今月の15日には58歳になります。戦後70年目の終戦

記念日です。暑さにもめげず、良い仕事をしてこれか
らも頑張ります。

忠田…誕生日のお祝いをいただき、ありがとうございます。
若林…お誕生日のお祝いをありがとうございます。1900何

年生まれか不明になりましたが、お蔭様で元気に参加
しております。今後とも、よろしく！！

荒木…先月、急性椎間板ヘルニアに罹り、ひどい目に合いま
した。ドクター曰く…「日頃から歩くことが大事」との
こと。皆さん、歩きましょう。

成島孝…年間皆出席祝をいただきまして、ありがとうござい
ました。3年目の今年も頑張っていきたいと思います。

　合計　224,121円　

❖  8 月 10 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 7 月27日 52 ／ 96　ホームクラブ　54.17％
 7 月13日 86 ／ 96　補正出席率　　89.58％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

◆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

◆夏の納涼例会
日　時：8月31日（月）　18:30〜　
場　所：六角堂Grill&Bar
会　費：会員･･･10,000円　配偶者･･･9,000円
※8/31昼の例会はございません。

◆ガバナー公式訪問会長幹事懇談会
日　時：9月7日（月）　11:20〜12:20　
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18Ｆ
出席予定者：岩木、田中、能登、木村

◆金沢8RC幹事会
日　時：9月7日（月）　13:40〜
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18Ｆ
出席予定者：能登

◆グリーン会第１回ゴルフコンペ
日　時：9月12日（土）　7:35スタート　
場　所：片山津GC「加賀コース」

◆交換学生ハナさん歓迎会
日　時：9月12日（土）　18:30〜　
場　所：タブリエ
会　費：3,000円

◆職業奉仕研修旅行
日　時：10月20日（火）〜21日（水）　
訪問先：京都裏千家「今日庵」、「真々庵」、
　　　　「㈱イシダ滋賀事業所」、瀬田ゴルフコース 他
会　費：観光組･･･49,000円　ゴルフ組･･･43,000円

◆国際ロータリー第2610地区 2015-2016地区大会
日　時：10月24日（土）〜25日（日）　
場　所：白山市松任文化会館、松任総合運動公園体育館、
　　　　松任学習センター、グランドホテル松任
登録料：11,000円（内2,500円はクラブ負担）

❖  8 月 24 日（月）例会 ❖

“ガバナー補佐訪問”

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
 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
  「失敗する高校留学の方法」

■例会卓話予定
 8月31日 夏の納涼例会（六角堂Grill&Bar）
 9月  7日 第2610地区ガバナー　柳

やぎゅう

生好
よしはる

春氏（野々市RC）
  「ガバナー公式訪問」
 9月14日 セコム北陸㈱　代表取締役社長
  柳

や な い

内清
きよたか

孝氏（金沢東RC）
  「ここ1年間のセコムのトピックス」
 9月28日 未定
10月  5日  ㈱金太　代表取締役社長
  南

みなみ

　志
し ろ う

郎氏（金沢東RC）
  「未定」

■ おめでとう（敬称略）
◎７月年間皆出席祝

29 ヵ年　不室　　昭  27 ヵ年　越原　悠三
18 ヵ年　岩木　弘勝    8 ヵ年　松本　浩平
  7 ヵ年　徳野与志一    4 ヵ年　高屋喜久子
   3 ヵ年　木屋　満晶    1 ヵ年　秋月　浩志
   1 ヵ年　古田　善也    1 ヵ年　大島　淳光
   1 ヵ年　柳内　清孝

■ニコニコBox（敬称略）
二木…次女が無事、1年間の留学を終えて帰国しました。ロー

タリー会員の皆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。いろいろな意味で大きく成長し
たなと喜んでおります。

秋月…誕生日にあたり、お祝をいただきありがとうございま
した。1つ年を取りましたが、それは気にせず、まだま
だ頑張っていこうと思います。

松本健夫…まだまだ若輩ではございますが、いつの間にか
44歳になっていました。今日、ロータリーに出席して
「あっ！？　そうだった」と気づきました。お祝いをあ
りがとうございました。今後とも皆様のご指導をよろ

〈 8月例会メニュー 〉
24日 〈中華〉“鳳凰特選 海鮮冷麺”二種のソースで味わう
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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.


