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書き損じハガキ回収にご協力下さい。

「常に明るく前向きに利他の精神で」

会長　岩木 弘勝

　新年明けましておめでとうござ

います。本年もどうぞよろしくお願

い申し上げます。

　昨年は、3月14日に北陸新幹線

が開業し、予想をはるかに超える

人々が石川県を訪れました。特に

県内で開催された参加者一千人以上の全国大会は過去

最多の57件で、訪れた関係者は28万6千人に上ったよう

です。そして今年度の開催は現時点で36件、参加人数は

19万人と見込まれています。賑わいをみせた反面、宿泊

施設の不足や料金高騰、おもてなしの不足など評価を落

としています。また、市民生活にも大きな悪影響が出て

おり、必ずしもすべてうまくいっているわけではありませ

ん。開業2年目となる今年度は、行政だけではなく、石川

県民一人ひとりの真価が問われていくように思います。

　特にロータリーは、重要な理念の一つとして「超我の

奉仕」を掲げています。これは「おもてなしの心」に通じ

るものであります。

　ロータリアンとして一人ひとりがより一層利他の精神と

見識を高める努力をしていかなければならないと思って

います。

　さて、2016年の干支は丙・申（ひのえ・さる）です。一

説によりますと、申は伸びると同義ですくすく真っ直ぐ

にのびていくことを示しており、「形が明らかになってく

る」、「実が固まっていく」という成長段階であるという

ことです。つまり、これまで頑張ってきた人の努力が形に

なっていく年だと言えます。

　どんな年であろうと、より良い人生となることを誰で

も願っているわけですが、私は故安岡正篤さんの「知命

と立命」の考え方が非常に参考になると思います。

　東洋の政治哲学・人物学の権威者として知られる故安

岡正篤さんは、われわれの人生を形成する要素として、

二つのものがあると言っています。一つはその人自身の

もって生まれた「運命」です。何とかしてその運命を知ろ

うとする人々の強い願望が「易」や西洋でいう占星術を

生み出したのではないかということです。自分の意志や

遺伝子の力が及ばない「何か」ということでしょうか。

　そしてもう一つは、「因果応報の法則」です。「善因は

善果を生み、悪因は悪果を生む」ということで、その人

の現世における思いや行動によってつくられる原因がな

す現象です。ここで大事なことは、「因果応報の法則」

が「運命」より若干強いということです。つまり、私たち

はこの「因果応報の法則」を使うことで、もって生まれた

「運命」を良きものに変えていくことができるというこ

とです。本年も会員の皆様と共に「常に明るく前向きに」

の思いをもち、行動することによってより良い年にしてい

きたいと願っています。本年もご指導、ご支援下さいます

ようよろしくお願い申し上げます。

1 月は職業奉仕月間です

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



大島淳光…交換留学生ティファニーさんの卓話を楽しみにしています。帰国ま
であと少しになりましたが、残りの日本での生活を楽しんで下さい。金
沢のパパとママより

井上…世界社会奉仕委員長の井上です。会員の皆様から「留学生支援の品物」
を沢山いただきまして、ありがとうございました。この後、責任をもっ
て石川県留学生会館へ届けてまいります。

諸江…健康にも恵まれ、48年間の皆出席顕彰をいただきました。我ながら良
く続いたものと、自分を褒めてやりたいと思います。私が金沢東RCに
入会した時には未だこの世に生を受けていない会員が半数近く居られ
ることを思うと感無量の思いがいたします。

湊　…お蔭様で5カ年皆出席の顕彰をいただきました。これからも頑張りたい
と思います。ありがとうございました。また、家内も配偶者表彰をいた
だき、重ねて御礼申し上げます。

秋月…結婚記念日のお祝にきれいなお花をいただきました。ありがとうござ
いました。

越原…先週の年忘れ家族例会のビンゴ・ゲームでは豪華な景品を頂戴いたし
まして、ありがとうございました。

根布…先日の年忘れ家族例会では、大変楽しく過ごさせていただきました。あ
りがとうございました。みんなでツエーゲンを応援しましょう!

野村…皆様のご協力のお蔭で、楽しい年忘れ家族例会になり、ありがとうござ
います。残りの後半もよろしくお願いします。感謝!感謝!

向井…先日、石川県アイスホッケー連盟の成年男子代表チームは、冬季国体の
北信越東海ブロック予選選考会にて、強豪長野県に1-1の同点として、
予選Bグループリーグを1位通過し、26年連続の本国体出場を決めまし
た。1/27からの盛岡市での本国体ではベスト8を目標に戦ってきます。

宮本亮一…年忘れ家族例会にて、たくさんのニコニコBOXへご協力をいただ
き、ありがとうございました。話は変わりますが、先日、長男の学童野
球チームの父兄会の総会で会長になりました。そして、昨日が初仕事。
我がチーム出身で千葉ロッテの大松選手他4名のプロ野球選手による
野球教室があり、司会を務めました。チームの子供から「宮本さん、か
み過ぎ」とダメ出しされ、反省しております。

　合計　937,271円

❖  12 月 21 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
12月  7日 60 ／ 99　ホームクラブ　60.61%
11月30日 87 ／ 99　補正出席率　　87.88%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

❖  1 月 7 日（木）例会報告 ❖

“金沢8RC新年合同例会”

■出席率報告
12月14日 61 ／ 99　ホームクラブ　61.62%
12月  7日 85 ／ 99　補正出席率　　85.86%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

〈 1月例会メニュー 〉
18日 〈和食〉新春御膳
25日 〈洋食〉平目と蟹身の包み蒸し  ニューバーグソース

❖  1 月 18 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
  1月18日  富士ゼロックス㈱マーケティング部
  マーケティング企画室　マネージャー
  中

なかじま

島　 稔
みのる

氏
  「企業の危機管理」

■例会卓話予定
  1月25日  ㈱日本海コンサルタント代表取締役社長
  黒

く ろ き

木康
や す お

生氏（金沢東RC）
  「建設コンサルタントの仕事」
  2月  1日 新春懇親例会（松魚亭）
  2月  8日 ㈱アドバンテージ・ファクトリー代表取締役
  気

き だ に

谷源
げ ん し

嗣氏（金沢東RC）
  「未定」

■おめでとう（敬称略）
◎１月お誕生日祝

石野　一樹　1.  5  中島　秀雄　1.  9
絹川　善隆　1.12  田中　和彦　1.12
本谷　裕二　1.16  野村　圭作　1.20
鏑木　基由　1.21  木藤衣妃子　1.21
大島　国雄　1.21  岩木　弘勝　1.29
山縣　秀行　1.29  

◎１月ご結婚記念日祝
気谷　源嗣　1.  1  山本　晴一　1.  9
石野　一樹　1.15  三平　佐弓　1.15
 成島　和仁　1.18  坂本　憲一　1.28

■ニコニコBox（敬称略）
岩木…12月14日の年忘れ家族例会に110名を超える多くの方が参加してくだ

さり、大変楽しく過ごすことができました。ありがとうございました。
来年も皆様にとって、より素晴らしい年となりますことを心よりお祈り
申し上げております。

向井…14日の年忘れ家族例会に多数の会員・ご家族の方々にご参加いただ
き、ありがとうございました。最前列の方々には大音響にてご迷惑を
おかけし、申し訳ありませんでした。会場運営をお手伝いいただいた
ANAホリデイ・イン金沢スカイの皆様、親睦委員会の皆様、大変あり
がとうございました。

竹松…今日は娘の晴れ舞台。我が家にホームステイしているティファニーが
卓話のスピーカーをつとめます。朝からドキドキしています。ティファ
ニー、頑張れ!

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

   
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.

◆1月理事役員会
日　時：1月18日（月）　13:40〜
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18F

◆1月親睦委員会
日　時：1月22日（金）　18:30〜
場　所：海遊亭
会　費：10,000円

◆クラブ社会奉仕委員長会議
日　時：1月23日（土）　10:00〜12:00
場　所：石川県地場産業振興センター　本館「第7研修室」
出席予定者：小池田康秀

◆新春懇親例会
日　時：2月1日（月）　18:00〜
場　所：松魚亭
会　費：10,000円
※2/1（月）昼の通常例会はありません。

◆金沢8RC幹事会
日　時：2月2日（火）　13:45〜
場　所：ANAクラウンプラザホテル金沢4F
出席予定者：能登


