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会長　厚見  正充

　この度　東ロータリークラブ

第 60 代会長を拝命し身に余る

光栄と共に、諸先輩方が築き上

げ、引き継いで来られた歴史を、

未来に繋いでいかなければなら

ないという責任の重さを強く感

じております。

　本年度は当クラブにとって 60 周年にあたり、金沢

東ロータリークラブの過去・現在・未来を考える重要

な一年と、位置付けておりますので、会員各位におか

れましては、より一層のご指導ご鞭撻のほどよろしく

お願い致します。

「ロータリー：変化をもたらす」
「ROTARY:MAKING A DIFFERNCE」

　本年度 RI 会長イアン H.S.ライズリーは、オース

トラリア（ビクトリア州）サンドリンガム市の公認

会計士であり IanRiseley&Co の社長でもありま

す。2017 〜 2018 年度の RI 会長テーマは「ロータ

リー：変 化 をもたらす」「ROTARY:MAKING A 

DIFFERNCE」で重点目標は

　①　クラブのサポートと強化

　②　人道的奉仕の増加と重点化

　③　公共イメージと認知度の向上　

の 3 つであり、これを念頭に置いた上でロータリー活

動に取り組めば、おのずとこのテーマに沿うものにな

ると説明しています。

　具体的には「男女会員のバランス（女性会員の増強）・

ロータリアンの平均年齢（若いメンバーの増強）」「平

和と紛争予防 / 紛争解決、疾病予防と治療、水と衛生、

母子の健康、基本的教育と識字率向上、経済と地域

社会の発展」「ロータリーを知り、ロータリーを伝える」

などです。

「クラブのカラーを出そう」
　2017〜2018年度第2610地区　下口幸雄ガバナー

（加賀）は RI のテーマを受けて「クラブのカラーを出

そう」を地区目標と掲げました。

　地区内 65 クラブは、それぞれの歴史と特色を備え

て活動しているが、社会奉仕活動は時代とともに変化

が必要であり、それは各クラブが求められている奉

仕内容を常に適格に掌握する努力によって、クラブの

カラーを出すことができ、会員の増強にも繋がるとし

ています。

「今、この瞬間を直
ひ た む

向きに」
　神道の思想の中で「中今」（なかいま）という言葉

があります。過去現在未来の連なりの”中“の”今“を

肯定的にとらえる考え方で、本居宣長（もとおりのり

なが）（江戸時代の国学者・文献学者・医師）がその

著書『古事記伝』の中でそのことを述べています。「過

去、現在、未来、の流れの中で、我々は今の時代を

生かされている。そしてその生かされている時を一生

懸命に、全力を尽くして生きていく」「今この一瞬を

直向きに生きていく」ことです。

　長い歴史の中から見ると、我々が生きている時間

（今）は一瞬の事であり、今、この世に生きている事

自体奇跡で、その奇跡の継続の中には、我々の先祖

たちの営みがあって、それを我々が引き継いで今ここ

に生かされています。このことを考えてみると、命は

自分一人の命ではないし、長い命の繋がりを考えなが

ら直向きに生きていかなければいけないという事です。

　ロータリーも長い歴史の中で、この一年は一瞬の時

であり、先人から連綿と引き継がれてきた歴史と未来
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2017〜2018年度 金沢東ロータリークラブ理事・役員・委員会構成

委員会 委員長 担当委員長 副委員長 委　　　　　員

クラブ奉仕 徳野与志一（理）

職業分類
会員選考 和田　清聡 松木　浩一

浅田　裕久、別川　　稔、諸江　賢二、酒井　道行
坂本　憲一、鈴木　宗幸

会員増強 白川ひとみ 蟹瀬　　克 鏑木　基由、村端　一男、谷村庄太郎

ロータリー情報 山﨑　修二 大島　国雄 北川　義信、中島　秀雄、若林　智雄、山岸　敬秀

親　　睦 山縣　秀行（理） 粟森　昌哉
浅野　達也、岩本　秀成、増田　成利、三井　誠司
本谷　裕二、奥ノ坊　誠、大石　泰正、小山　英治
鷺　　佳憲、鈴木　博竹、高多　倫正、我妻　博志

出　　席
ニコニコ 小池田　均（理） 渡辺　数磨 朝倉　宏太、星　　忠利、成島　　孝、大倉　　彰

プログラム 木藤衣妃子 飯沼　潔人 中村　和哉、利光　克仁

会　　報
広　　報
雑　　誌

太田　光尋 平野　利康 湊　　康久、宮本　亮一、西川　英治、柳内　清孝

職業奉仕
（ロータリー･ボランティア）

小池田康秀（理） 野村　圭作 日根野幸子、水上　誠子、中川　　衛、根布　　寛

社会奉仕
青少年奉仕

金谷　道憲（理）

環境保全
人間尊重 橋本　好哲 紙谷　一成 忠田　秀敏、金子　福夫、川杉　朋弘、岡田　直樹

地域発展
奨学財団 黒木　康生 荒木　吉雄 笠間　史盛、宮本　秀夫

協同奉仕
（ローターアクト）

木屋　満晶 粟田　真人 北　総一朗、三平　佐弓、能登健太朗

協同奉仕
（インターアクト）

絹川　善隆 気谷　源嗣 松本　健夫、高岩　勝人

国際奉仕
（ロータリー友情交換）

井上英一郎（理）

国際青少年計画
世界社会奉仕 南　　志郎 浅田　久太 二木　克明、越原　悠三、竹松　俊一、山崎　勝治

ロータリー財団
米山記念奨学会 向井　健夫（理） 冨久尾佳枝 安達　　洋、不室　　昭、久田　欣一、小池田康成

60周年実行委員会 米沢　　寛（理） 松本　浩平

会　長	 厚見　正充（理）	 理　事（職業奉仕）	 小池田康秀　　　
副会長（会長エレクト）	 中田　吉則（理）	 理　事（社会奉仕）	 金谷　道憲
副会長（クラブ奉仕・会長ノミニー）	 徳野与志一（理）	 理　事（国際奉仕）	 井上英一郎
幹　事	 山本　晴一（理）	 理　事（60周年）	 米沢　　寛
副幹事	 石野　一樹	 理　事	 小池田　均
S A A 	 大島　淳光（理）	 理　事	 向井　健夫
副SAA	 藤弥　昌宏	 理　事	 山縣　秀行
会　計	 岩木　弘勝（理）	 60周年事務局	 松本　浩平
監　査	 高桑　秀治	
直前会長	 田中　和彦（理）	 直前幹事	 木村　道明

	 ＜地区役員＞	 石川第 1分区 Aガバナー補佐　髙桑　幸一	 国際青少年交換委員	 中田　吉則		
	 	 ローターアクト副委員長	 木屋　満晶	 国際青少年交換委員	 竹松　俊一	 　　　
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幹事　山本  晴一

　2017－ 2018 年度の幹事を仰

せつかりました山本晴一です。伝

統と歴史ある金沢東ロータリーク

ラブ幹事のお役を頂き、実は今、

任期と責任の重さがズシンと体に

来て、たじろいで居ることをここ

で告白せざるをえません。

　金沢東ＲＣには在籍 12 年になります。クラブに在籍

はしておりましたが、我が身の仕事ばっかりに注意が

向いていて、（自分の仕事だけで手一杯で）目の前の仕

事を、日々がむしゃらに、只ひたすらひた向きに努め

てきただけで幸せだった私（笑）が居たのです。今回

は改めて幹事の立場を与えられて、①金沢東ロータリー

クラブ②ロータリーインターナショナル③ロータリー

財団と幅広い活動の連絡係や、理事会＆管理運営委員

会等のメンバーを仰せつかりました。また今年は、特

に大きな周年事業である『60 周年実行委員会』が編

成され、あれよあれよと進みだしていて、手から仕事

が零れ落ちていました事も告白致します。例えて言え

ば、突然に狭い大野町から、広い世の中の眩しさに立

ちくらみをおこしかけていたところ、第 1 回クラブ協議

会で、理事＆委員長の皆様の頼りになる温かいご発言

と決意表明に背中を押されて、また二次会のノリの良

さに励まされて、なんとか今、幹事のカタチだけを保っ

て立っております。こんな私を選んで頂いた、「やるぞ！

直向きに！」と一番固い決意の厚見会長に感謝と（申し

訳なさ）で一杯です。また、そのコンビの私をお認め

頂いたメンバー諸兄の懐の深さに改めて感謝申し上げ

ます。連絡調整係で、事前打ち合わせが一番大事と言

われ、実は一番苦手な事を引き受けたことに（半分後

悔しながらも）、これは「ロータリー：変化をもたらす」

と言うイアン会長の言葉が頭の中に響き、我が身の事

では無くて、クラブメンバーと「クラブのカラーを出す」

事を最優先に考えよという神様の言葉だ＝結局私に

とってのピンチはチャンスに違いないと、事あるたびに

自分の心に言い聞かせております。こんな私で良いの

でしょうか？いざとなったら、選んだ「カミさん」のせ

いにして、私は足りないながらも『直向きに』クラブ活

動に専念して行こうと、ここで決意表明させて頂きます。

　途中で、フラフラしていたら、是非『山本〜！』と率

直に叱咤激励頂けることを楽しみにして、また、皆様

が楽しいクラブライフを送れるよう鋭意努めてまいり

ます。皆様とご縁を頂いております。どうか会長と共に、

今年一年御一緒させて頂きます。最後まで『明るく楽し

く』どうぞよろしくお願い申し上げます。

❖ 7 月 3 日（月）例会 ❖

■ソング
“君が代”
“奉仕の理想”

■本日の卓話
 7 月  3日  会長・幹事新任挨拶

■例会卓話予定
 7 月10日  臨時総会（決算・予算）
  ５大奉仕委員長挨拶
 7 月24日  金沢大学附属病院漢方医学科
  臨床教授・医学博士　小

お が わ け い こ

川恵子氏
  「漢方医学と健康寿命」
 7 月31日  医療法人ホスピィーGROUP浦田クリニック
  理事長　浦

うらたてつろう

田哲郎氏

■ニコニコBox（敬称略）
重田（高崎北RC）…客船飛鳥Ⅱから、メーキャップさせていただくため

下船してまいりました。
田中…１年間、至らぬ私を会長としてお支え下さり、ありがとうございま

した。皆様に感謝いたします。
木村…１年間、金沢東ロータリークラブの幹事を無事に終えれそうです。

皆様には大変お世話になり、心より感謝申し上げます。
髙桑幸一…6月19日のクラブ協議会では、次年度ガバナー補佐訪問を

兼ねさせていただき、ありがとうございました。皆様の友情に感
謝して‼　そして、田中会長、木村幹事、1年間お疲れ様でした。
また、厚見新会長、山本新幹事の船出と60周年を楽しみにして
います‼

厚見…田中会長、木村幹事、1年間ご苦労様です。次年度は会長の田中
節があまり聞けなくなるのが残念です。そして、木村幹事のスー
ツも…

岩木…田中会長、木村幹事、1年間お疲れ様でした。楽しいクラブ運営を
ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。

徳野…田中会長、木村幹事、1年間ご苦労様でした。ニコニコと。
山本…田中会長＆木村幹事の1年修了、無事帰港を心よりお祝い申し上

げます。笑いで涙に潤んだ眼で退任挨拶を聞きました。感謝いた
します。また、金商高校の土屋副校長は高校の同窓生でした。久
しぶりに会う機会をいただき、ニコニコと。

谷村…親睦委員長の谷村です。1年間、ありがとうございました。お蔭様
で無事に務めることができました。明日、6/27に寿屋さんで最後
の親睦委員会（納会）です。38名もの参加をいただいております。
最後まで一生懸命頑張ります！よろしくお願いします。

石野…何とかかんとか本日を迎えることができました。気の利かない
SAAでしたが、皆様のお蔭で1年間やりきることができました。
今日でマイクを置きます。ありがとうございました。

山崎勝治…環境保全・人間尊重委員会の山崎です。会員の皆様、1年間あ
りがとうございました。田中会長、木村幹事には1年間大変お世
話になりました。ありがとうございました。

宮本亮一…1年間、地域発展・奨学財団の委員長を無事務めることがで
きたことを皆様に感謝申し上げます。また、田中会長、木村幹事、
本当に1年間お疲れ様でした。

小池田康成、大島国雄、浅田裕久…1988〜1989年、交換学生としてカ

ナダより受入れていたミッシェル・ジェイクが29年ぶりに家族4
名で24〜25日と金沢に帰ってきました。その時、ホームステイを
していた小池田康成、松本巌夫、大島国雄、浅田裕久の4家族は
六角堂で和やかに歓迎夕食会をしたところ、御礼のお土産に奥
様方にはエルメスのスカーフ、ご主人方にはエルメスのネクタイ
をいただき、かえって恐縮でした。お金持ちのご主人と結婚した
ミッシェルはとても幸せそうでよかったなー。

浅田久太…6月18日、ヴィクトリアの送別会＆誕生会で六角堂グリル＆
バーをご利用いただきました。ホストファミリーの皆様、どうも
ありがとうございました。

安達…お蔭様にて75歳の誕生日を迎えることができました。後期高齢
者の域に入りました。

谷村…誕生日のお祝に美味しいクッキーとコーヒーをいただきました。
ありがとうございました。ツエーゲン金沢の3連勝（天皇杯を含
んで）と合わせてニコニコと…

成島…“結婚記念日のお花”を送っていただきまして、ありがとうござ
いました。

鈴木博竹…結婚記念日のお祝いにお花をいただき、ありがとうございま
す。毎日、癒されております。

宮本亮一…結婚記念日のお花をいただきまして、ありがとうございまし
た。

三平…出席・ニコニコ委員会の三平でございます。1年間のお役も本日で
最後でございます。ガバナー補佐から楽しみなさいとアドバイス
をいただき、楽しんで務めようと心がけましたが、最後まで緊張
したままで終わりました。皆様の援助があってこそ1年間続けら
れました。数々の読み間違いや失礼がありましたこと、この場を
お借りしてお詫び申し上げます。1年間、本当にありがとうござい
ました。

　累計　1,604,020円　

❖  6 月 26 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 6 月  5日 65 ／ 99　ホームクラブ　65.66％
 5 月29日 81 ／ 99　補正出席率　　81.82％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

〈 7月例会メニュー 〉
  3日 〈和食〉文月定食
10日 〈中華〉具沢山冷やし中華
24日 〈洋食〉牛フィレ肉のグリル　イチジクのカラメル添え
31日 〈中華〉夏野菜と海老の能登塩炒めをメインに

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

を、この瞬間を直向きに運営したいと考えております。

　当クラブの特色（カラー）を定款の定める五大奉仕

部門に照らしてみると、クラブ奉仕については、「明

るく楽しく」先輩方から新入会員までの広い年齢層が

自由に意見交換できる理想的なクラブであり、職業

奉仕については斬新な企画のもと職場訪問を実行し、

社会奉仕・青少年奉仕では、長年社会福祉施設や地

域や学校への支援を行い、地区内でも最大の会員数

を誇るロータクト活動の支援や会員増強に力を注いで

います。国際奉仕においても、数多くの交換留学生の

派遣と受け入れ、ロータリー財団や米山奨学会への

積極的な協力があげられます。引続き、この特色（カ

ラー）を継承しつつ、山本幹事を始め皆様のご支援ご

協力のもと、東ロータリー魂のバトンを引き継ぎ、次

の年度に伝えたいと思っておりますので、何卒よろし

くお願い申し上げます。

　なお本年は地区ガバナー補佐に髙桑幸一氏、地区

ローターアクト副委員長に木屋満晶氏、地区国際青少

年交換委員会に中田吉則氏と竹松俊一氏が出向され

ますので、皆様のご支援をよろしくお願い致します。

◆ロータリー情報委員会（新会員研修会）
日　時：7月3日（月）　11:30 〜
場　所： ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F
出席予定者：三井、厚見、山﨑修二、別川、山本、中村

◆金沢東ローターアクトクラブ所信表明例会
日　時：7月3日（月）　20:00 〜 21:30
場　所： ANAホリデイ・イン金沢スカイ10F
出席予定者：厚見、山本、金谷、木屋

◆クラブ広報委員長会議
日　時：7月9日（日）　14:00 〜 16:00
場　所： 石川県地場産業振興センター本館「第3研修室」
出席予定者：太田

◆新旧理事役員会
日　時：7月10日（月）　11:30 〜 12:30
場　所： ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F

◆会員増強委員会（キックオフ会）
日　時：7月12日（水）　18:30 〜
場　所： 鏑木商舗はなれ（武家屋敷）
会　費：5,000円
出席予定者：厚見、山本、徳野、白川、蟹瀬、鏑木、村端

◆第１回職業奉仕委員長会議
日　時：7月23日（日）　13:30 〜 16:00
場　所： 石川県地場産業振興センター本館「第2研修室」
出席予定者：小池田康秀

◆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

8/14㈪例会は休会です

東京東RC例会訪問
（6月23日）


