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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

　4月9日（日）に次年度理事・役員・委員長・新会員の

ための「地区研修・協議会」が開催されました。

　来賓の加賀市長からご挨拶後、先ず次年度RI会長（イ

アンH.S. ライズリー）のプロフィールと、テーマ「ロータ

リー:変化をもたらす」が紹介されました。

　次に、次年度ガバナー（下口幸雄・加賀RC）のプロ

フィールと、テーマ「クラブのカラーを出そう」が紹介さ

れ、次年度の重点目標について説明がありました。地区

組織&行事&収支予算について、それぞれ幹事と財務委

員長より詳しい説明が続き、午後より、地区の各委員会

の事業計画について各委員長から詳しく説明がありま

した。さて、ここから基調講演が二つあり、講演者は共

に前橋RCから論客を迎えて行われました。

基調講演Ⅰ=「これからのロータリーを考える」

　ここでは、特に「職業奉仕」についてのRIからの見解

についての解説が加えられ、時代の変化に対応してい

る現在のロータリーの5大奉仕部門のうちの一つであ

る、奉仕プロジェクトの中の1小委員会としての「職業奉

仕」という説明が加えられました。（なかなか腑に落ち

ない）難しい内容だったと告白しなければなりません…。

基調講演Ⅱ=「クラブのビジョンづくりを進めよう」

　講師は「日本のロータリー100周年　ビジョン策定委
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「2017-2018年度のための地区研修・協議会」の報告

員会委員長」という事もあり、理想のクラブ像を検討し

ようと言う提案内容でした。その中で、「理想のロータリ

アン」として10項目を挙げて居ます。

1）善良な市民である。

2）ロータリーの「奉仕の理念」を深く理解し、信奉して

いる。

3）高い職業倫理を持ち、自らの事業の社会的価値の向

上に努めている。

4）学習意欲が旺盛で、人間的成長を続けている。

5）クラブ外の社会で、積極的に奉仕の実践を行ってい

る。

6）会員同士の親睦と友情を大切にする。

7）クラブ奉仕へ積極的に参加している。

8）国際ロータリー提唱の奉仕プロジェクトへ、積極的に

参加している。

9）ロータリー財団や米山奨学会へ、積極的に協力して

いる。

10）クラブを超えた指導力を身につけるよう努力してい

る。

と、振り返れば、金沢東ロータリアンそのものであるこ

とを確認出来たミーティングでした。

 (記　副幹事：山本  晴一)

『第31回 愛の献血運動』実施のご案内
日　時：5月22日（月）9:30〜16:00
場　所：近江町十間町広場
※献血にご協力いただいた方には粗品（鉢植花）を贈呈
いたしますので、会員およびご家族、会員事業所の従
業員様のご協力をお願いいたします。

※今回は400ml献血のみの受付となります。



人類に奉仕する
ロータリー

〈 例会メニュー 〉
5月22日 〈洋食〉海鮮と地元野菜のラタトゥイユ シープラ チーズ焼
5月29日 〈中華〉初夏に合わせたさっぱり中華

◆次年度プログラム委員会
日　時：5月22日（月）　18:30〜
場　所： ANAホリデイ･イン金沢スカイ17F「鳳凰」
会　費：8,000円

◆石川第1分区A  次年度会長・幹事懇談会
日　時：5月23日（火）　18:30〜
場　所： ANAホリデイ･イン金沢スカイ17F「鳳凰」
会　費：10,000円（クラブ負担）
出席予定者：厚見、山本

◆次年度クラブ奉仕委員会
日　時：5月25日（木）　18:30〜
場　所： 夢鉄砲
会　費：8,000円

◆金沢8RC新旧会長幹事会
日　時：6月9日（金）　18:00〜
場　所： 辻家庭園
会　費：15,000円
出席予定者：田中、厚見、木村、山本

◆インターアクト協議会
日　時：6月10日（土）　10:00〜15:00
場　所： 伏木コミュニティーセンター
会　費：1,000円（クラブ負担）
出席予定者：気谷

◆グリーン会第4回ゴルフコンペ
日　時：6月10日（土）　9:48スタート
場　所： 片山津GC「加賀コース」

◆グリーン会第4回ゴルフコンペ　表彰式＆納会
日　時：6月10日（土）　18:30〜
場　所： 海遊亭
会　費：5,000円

◆クラブ国際青少年交換委員長会議
日　時：6月11日（日）　14:00〜15:30
場　所： 石川県地場産業振興センター本館「第2研修室」
会　費：2,000円（クラブ負担）
出席予定者：南

◆交換学生送別会＆誕生会
日　時：6月18日（日）　18:00〜
場　所： 六角堂 Grill&Bar
会　費：5,000円

◆次年度第２回クラブ協議会
日　時：6月19日（月）　17:00〜18:00
場　所： 松魚亭

◆新旧クラブ協議会
日　時：6月19日（月）　18:00〜
場　所： 松魚亭
会　費：8,000円

◆河北RC 45周年記念例会
日　時：7月22日（土）　15:30〜20:00
場　所： アマンダンヴィラ金沢
出席予定者：厚見、髙桑幸一

髙桑幸一…昨日、39回目の結婚記念日を迎えました。綺麗
なお花をありがとうございました！

小山…29回目の結婚記念を迎えることが出来ました。記念
品までいただき、ありがとうございます。単身赴任が
続いていますが、30回を迎えられるよう、過ごした
いと思います。

　合計　1,432,725円　

❖  5 月 15 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 4 月24日   58 ／ 101　ホームクラブ　57.43%
 4 月17日   83 ／ 101　補正出席率　　82.18%
　　　　　　　　　　　　　     （出席免除会員2名）

５月は青少年奉仕月間です

6/19㈪例会は休会です

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

❖  5 月 22 日（月）例会 ❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
 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）
  「地域発高付加価値型ベンチャーの必要性」

■例会卓話予定
 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
 7 月  3日  会長・幹事新任挨拶
 7 月10日  臨時総会（決算・予算）
  ５大奉仕委員長挨拶

■ ニコニコ Box（敬称略）
水上…風と緑の楽都音楽祭のチーフ・プロデューサーの山

田正幸氏をお招きして、卓話をいただく橋渡しができ、
大変嬉しく思っています。ご縁に感謝です。

三平…お誕生祝をいただきまして、ありがとうございます。
家族や友人に恵まれているなと感謝の毎日です。こ
れからも日々、健康を守る仕事に精進していきたい
と思います。

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.


