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 ㈱みずほ銀行金沢支店長

大石  泰正

　このたびは金沢東ロータリー

クラブへの入会をご承認いただき、

誠に有難うございます。

　新幹線開通後、街は活況を呈し、

また兼六園を始めとした由緒ある

景観が街の至るところに残るとと

もに、お酒・お魚・お肉と何を取っても超美味の金沢の地

は、みずほの中でも羨望の眼差しを持って見られており、

この地に拝命を受けたことを心より喜んでいる次第です。

　また入社以来、ずっと東京に勤務しておりました私にと

りまして、はじめての地方転勤、はじめての単身赴任、は

じめての支店長とはじめて尽くしの不安と期待が入り混

じる中で、貴重な支店長という経験を、おもてなしの心

が隅々まで行き渡っているここ金沢の地で得られますこ

とを何よりも幸せに感じてもおります。
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入会挨拶

「明るく  楽しく  心をひとつに」

2016 -2017年度  金沢東RCテーマ
会　長　田中 和彦

時間 内　　容 参加対象者 会場

11:00
▼ 地区大会委員会 地区大会各役員

13:00
▼

14:20

指導者育成セミナー
［講師］

(社)日本ケーブルテレビ
連盟理事長　吉崎正弘氏

地区役員・地区委員長
クラブ会長・幹事
クラブ次期会長・幹事
クラブ五大奉仕委員長14:50

▼
16:50

本会議Ⅰ

移　動

18:00
▼

20:00

RI会長代理ご夫妻
歓迎夕食会

地区役員・地区委員長
クラブ会長・幹事
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時間 内　　容 参加対象者 会場

12:30
▼

14:20

オープニングアトラクション
本会議Ⅱ-1

全会員及び家族
R財団奨学生・学友
米山記念奨学生・学友
交換留学生

14:45
▼

16:00

記念講演
［講師］

東洋思想研究家
作家　鏡野勝悟氏

16:20
▼

17:00

（表彰）

本会議Ⅱ-2

移　動

18:00
▼

20:00
大懇親会

全会員及び家族
R財団奨学生・学友
米山記念奨学生・学友
交換留学生
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10月22日（土）【１日目】 10月23日（日）【2日目】

国際ロータリー第2610地区　2016-2017地区大会

8月理事役員会報告（8月8日）

1．新会員候補者の件…承認。全会員に通知する。

・小山英治氏…㈱アスナルコーポレーション
　　　　　　　　　 代表取締役社長（S40.11.22生 49歳）
 （職業分類：建設コンサルタント  推薦人：米沢　寛、松本浩平）

・高多倫正氏…三谷産業㈱
　　　　　　　　　 常勤監査役（S28.9.30生 61歳）
 （職業分類：総合商社  推薦人：中島秀雄、木村道明）

2．2017-2018年度長期派遣交換学生の件…承認。
・藤弥巧磨君…藤弥昌宏会員ご子息（2000.8.28生 15歳）
　　　　　　石川県立金沢錦丘高等学校1年

3．2017-18年度石川第１分区Aガバナー補佐の件…承認。
・髙桑幸一会員に依頼する。

　新任支店長として不束ではありますが、会員の皆さま

のご指導を頂きながら、当地のお役に立てますよう微力

ながら全力投球致しますので、先人諸先輩同様、ご指導・

ご鞭撻賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。



人類に奉仕する
ロータリー

■ニコニコBox（敬称略）
田中…ベルギー短期交換学生随行ロータリアンの方々をお迎えでき

たことを、大変嬉しく思います。是非、金沢を楽しんで、良い
思い出を作って行ってください。

中田…ベルギーより、Ignaceさん、Marcさん、Annemieさんの
来訪を歓迎して。

利光…つたない卓話ですみません。他にネタを思いつきませんでした。
根布…昨日行われた県民体育大会の水泳男子50ｍ背泳（60歳以上

の部）で優勝しました。2週間前にギックリ腰になり、泳ぎ切
れるかどうか心配でしたが、何とか勝つことできて、ホッとし
ています。

大島淳光…次女の萌詠子が今月21日から、アメリカに1年間の留学
に出発します。長女に引き続き、大変お世話になります。いろ
いろな経験をして少しでも成長して帰ってきてほしいと思い
ます。

松本浩平…長女の佳奈が8月11日、アメリカに向け出発いたします。
機会を与えていただいたクラブ、地区の皆様に心から感謝申
し上げます。いろいろ経験し、一回り成長して、無事帰国する
よう祈念します。

中田…大島さんと松本さんの長期交換留学の成功をお祈りします。
若林…誕生日のお祝いをありがとうございます。年齢は不明であり

ますが、元気で過ごしてまいりたいと思います。今後共お付
き合いの程、よろしくお願いいたします。

忠田…誕生日のお祝いをいただきまして、ありがとうございます。
金谷…誕生日のプレゼントをありがとうございます。15日には59歳

になります。
能登…誕生日のお祝いをありがとうございます。半世紀の節目に、

ニコニコと。
鈴木博竹…入会したばかりですが、誕生日祝をありがとうございま

す。今後ともよろしくお願いいたします
大石…暑い日が続きますが、皆様お身体をご自愛ください。本日の

利光会員の「日本の万博の歴史」のご講話をありがとうござ
います。とても興味深いお話でした。

　合計　257,900円　

❖ 8 月 8 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
  7月25日 53 ／ 97　ホームクラブ　54.64%
  7月11日 80 ／ 97　補正出席率　　82.47%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

〈 8月例会メニュー 〉
22日 〈中華〉季節野菜と小海老の能登の塩炒めをメインに
29日 〈夏の納涼例会（六角堂Grill&Bar）

◆ガバナー補佐訪問
日　時：8月22日（月）　
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18Ｆ
スケジュール　※〈　〉内は出席対象者
11:30〜12:30　会長幹事懇談会
　　　　　　　　　　〈会長、会長エレクト、副会長、幹事、副幹事〉
12:30〜13:30　例会〈全員〉
13:40〜14:40　クラブ協議会
　　　　　　　　〈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29日（月）　18:30〜　
場　所：六角堂Grill&Bar
会　費：会員･･･10,000円　配偶者･･･9,000円
※8/29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5日（月）　11:15〜12:00　
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18Ｆ
出席予定者：田中、厚見、中田、木村、山本

◆ロータリー情報委員会（新会員研修会）
日　時：9月5日（月）　11:30〜　
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ10Ｆ「加賀の間」
出席予定者：小山、高多、田中、木村、山﨑、中島秀雄、米沢、
　　　　松本浩平

◆グリーン会第1回ゴルフコンペ
日　時：9月17日（土）　8:38スタート　
場　所：片山津GC「加賀コース」

❖  8 月 22 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22日  石川第１分区Aガバナー補佐　石

いしもり

森良
よしひろ

洋氏
  （金沢香林坊RC）
  「ガバナー補佐訪問によせて」

■例会卓話予定
  8月29日  夏の納涼例会
  9月  5日  国際ロータリー第2610地区ガバナー
  岡

お か べ

部一
か ず き

輝氏（南砺RC）
  「語り合おうロータリー」
  9月12日  東京海上日動火災保険㈱金沢支店長
  川

かわすぎともひろ

杉朋弘氏（金沢東RC）
  「未定」
  9月26日  未定
10月  3日  米山奨学生　黄照津さん（河北南RC）
  「未定」

■ おめでとう（敬称略）
◎７月年間皆出席祝

30 ヵ年　不室　　昭  28 ヵ年　越原　悠三
19 ヵ年　岩木　弘勝    9 ヵ年　松本　浩平
  8 ヵ年　徳野与志一    5 ヵ年　高屋喜久子
   4 ヵ年　木屋　満晶    2 ヵ年　大島　淳光
   2 ヵ年　柳内　清孝

8/29（月）昼の例会はありません

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・新クラブ結成推進月間です

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

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.


