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「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

　石川第１分区のＩＭ（Intercity Meeting）が2017
年3月26日（日）にホテル日航金沢で開催され、第1分
区に属する13のロータリークラブから約130名が参加
しました。
　開会式は、石川第１分区Ａ石森ガバナー補佐による
開会宣言でスタート。続いて第2610地区岡部ガバナー
による点鐘の後、中尾地区研修リーダーの書「話尽山
雲海月有情」をスクリーンに示しながら、人々に奉仕す
るロータリーとしてそれぞれのクラブが地元を大切に
していくことが重要であることや、ＩＭで語り合うこ
とで友情の輪をさらに広げ、明日からのロータリー活
動の糧にしてほしいといったお話がガバナーからあり
ました。続いて、石川第１分区Ｂ吉井ガバナー補佐から、
「語り合おう」をテーマにＩＭを楽しんでもらいたいと
のお話がありました。その後、岡部ガバナーの点鐘によ
り開会式が終わりました。
　いよいよディスカッションタイムのスタートです。①
未来のロータリー、②魅力ある例会創り、③自己研鑽・
自身の向上を目指して、④親睦・友情と豊かな人間関係
醸成の為に、⑤職業奉仕、⑥青少年育成の６つのテー
マのうち、①未来のロータリーを築くためには３テーブ
ル、その他のテーマは各２テーブルに分かれてのディス
カッションです。私が参加した⑤職業奉仕をテーマと
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石川第１分区ＩＭ報告

するディスカッションでは、私を含めロータリー歴が短
い参加者から「職業奉仕という言葉は今一つ腹に落ち
ていない」、「無償であれば奉仕だと思えるのだが」と
いった声があったのに対し、ロータリー歴が長い参加
者からは「教えるものではなく、感じるものだ」、「真
実・公平に、みんなのためになる仕事をしていくことが
職業奉仕」といったお話があり、職業奉仕とはどうい
うことなのかが腹落ちした気になりました。約１時間
半のディスカッションの後、13のテーブルのディスカッ
ション内容の発表がありディスカッションタイムが終
わりました。
　その後の懇親会では、歌手のミニコンサートあり、他
クラブの方々との意見交換ありで、トータル4時間強の
たいへん有意義なＩＭでした。

（記　親睦委員：増田  成利）

❖  4 月 10 日（月）例会 ❖

“春の特別例会”

■ソング
“我等の生業”
“R-O-T-A-R-Y”

■本日の卓話
 4 月10日  春の特別例会

■例会卓話予定
 4 月17日  金沢東ローターアクトクラブ会長　杉

す ぎ の け ん じ

野健二君
  「アイ アム ア ローターアクター」
 4 月24日  ㈱NTTデータ北陸代表取締役社長
  増

ますだなりとし

田成利氏（金沢東RC）
  「脳が見る・脳が聞く」
 5 月  1日  休会
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 5 月  8日  ㈱アスナルコーポレーション代表取締役社長
  小

お や ま え い じ

山英治氏（金沢東RC）
 5 月15日  未定
 5 月22日  ㈱日本政策投資銀行北陸支店長
  鈴

すずきひろたけ

木博竹氏（金沢東RC）
 5 月29日  北星産業㈱代表取締役専務
  蟹

か に せ

瀬　 克
まさる

氏（金沢東RC）
 6 月  5日  ㈱箔一代表取締役社長
  浅

あ さ の た つ や

野達也氏（金沢東RC）
 6 月12日  交換学生　Victoria AUWAERTERさん
  「母国の紹介」
 6 月19日  休会
 6 月26日  会長・幹事退任挨拶

■ ニコニコ Box（敬称略）
中島淳一…会社の転勤により、3月にて退会することになりました。

約4年にわたり、皆様から本当に多くのことを教えていただ
きました。今後とも金沢東ロータリークラブに在籍できた一
員として、誇りを持ち、新たな地でこの恩をしっかりお返しし
てまいります。皆様に深く感謝申し上げます。ありがとうご
ざいました。

大倉…本日、卓話の松中権さんの紹介が出来て、ありがとうござい
ます。

竹松…本日の卓話の講師を務められる松中さんは、ロータリー財
団奨学生に応募した際、私の父の面接を受けられたそうで
す。また私にとりましては高校、大学の後輩であり、不思議
なご縁を感じます。本日はよろしくお願いいたします。

井上…長女が今日入社式を迎えます。親としては肩の荷が少し軽く
なったように思いますが、寂しさも…　大人としての自覚を
持って、元気で社会人生活を楽しんでほしいと思います。

厚見…ロータリーでお世話になりました長女が、今日、入社式を迎
えました。親としての務めが一つ終えた感じがいたします。

中村…当行ハンドボール部が、先日、熊本で行われたプレーオフに
勝ち、日本リーグ3連覇を達成することが出来ました。今月、

〈 例会メニュー 〉
4月10日 〈中華〉春の特別例会
4月17日 〈洋食〉桜鯛のムニエル 春野菜の彩り ブールブランソースで

4月24日 〈中華〉春野菜と桜海老の炒め 鯛の唐揚げ甘酢あんかけのWメインで

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

◆春の特別例会
日　時：4月10日（月）　18:30〜
場　所： ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F
会　費：会員…10,000円　配偶者…8,000円
※4/10（月）昼の通常例会はありません

◆次年度第１回クラブ協議会
日　時：4月17日（月）　13:40〜14:40
場　所： ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F

◆60周年第１回実行委員会
日　時：4月24日（月）　13:40〜
場　所： ANAホリデイ・イン金沢スカイ10F「加賀の間」

◆4月親睦委員会
日　時：4月26日（水）　18:30〜
場　所： タベルナ・ガッパ
会　費：5,000円

◆河北南RC 20周年記念例会
日　時：4月30日（日）
　　　　15:30〜16:30　例会
　　　　17:30〜19:30　祝宴
場　所： 津幡町文化会館シグナス 及び 勝崎館
出席予定者：木村

日本代表として中国で行われる東アジアクラブ選手権に出
場します。ご声援、よろしくお願いいたします。

川杉…北國銀行さんのハンドボールは日本リーグ3連覇、ツエーゲ
ンは今季初勝利…しかも快勝、武士団もB3リーグで快走中
…。当ロータリークラブに関係あるスポーツの明るい話題に
元気づけられました！

谷村…来週4月10日は春の特別例会です。親睦委員会一同、楽しい
設えで皆様をお待ちしております。よろしくお願いします。ツ
エーゲン初勝利と合わせて、ニコニコと…。

石野…妻が6年ぶりにクイズ番組『アタック25』に出場します。優
勝すると、地中海クルーズペア旅行券が当たるので、最近、
優しくしてあげています。4／13収録、4／30放映です。皆さ
ん、応援よろしくお願いします。

渡辺…誕生日のお祝いありがとうございます。最年少にも拘らず、体
の節々が痛む38歳です。今後ともよろしくお願いいたします。

根布…誕生日のお祝いの品をありがとうございました。
和田…誕生日祝をいただきました。とうとう70歳になります。
不室…また、一つ年が行きました。何回目かなぁ。誕生日のお祝、あ

りがとうございます。
日根野…お誕生日のお祝いをありがとうございます。
荒木…誕生日のお祝をいただき、ありがとうございます。最近、腰

痛に悩まされておりますが、春から少し運動に、身体をケア
します。

浅田裕久…お蔭様で、昨年喜寿を迎えられました。今年は満77歳で
す。ありがとうございます。かあちゃんのお蔭です。感謝。

若林…結婚記念日のお祝いをありがとうございます。
金谷…先月のことですが、結婚記念日のお花をありがとうございま

した。今後とも仲良くしていきます。
西川…結婚記念日のお花をありがとうございます。お蔭様で40周

年を迎えました。ここまでこれたことに感謝です。

　合計　1,256,415円　

❖  4 月 3 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 3 月13日   85 ／ 103　ホームクラブ　82.52%
 3 月  6日   62 ／ 103　補正出席率　　60.19%
　　　　　　　　　　　　　  （出席免除会員2名）

４月は母子の健康月間です

5/1㈪例会は休会です

R-O-T-A-R-Y
R-O-T-A-R-Y,

That  spells  Rotary,
R-O-T-A-R-Y,

is  known  on  land  and  sea;
From  North  to  South,  from  East  to  West,

He  profits  most  who  serves  the  best;
R-O-T-A-R-Y,

That  spells  Rotary.


