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◆金沢東RC 60周年特別例会「継魂新才」

日時：2018年5月25日（金）14:30〜受付開始
15:00〜16:00　記念講演会
「北陸新幹線とまちづくり」 前金沢市長　山出　保氏
16:15〜17:00　60周年特別例会
17:15〜18:00　レセプションパーティー
18:30〜21:00　大懇親会

会場：記念講演会・特別例会・レセプション
　金沢21世紀美術館

大懇親会
　かなざわ石亭

会費：会　員…不要
配偶者…10,000円
（大懇親会ご参加の方のみいただきます）

※5/21（月）及び5/28（月）は休会です。

❖  3 月 19 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
 3 月19日  金沢大学臨床教授・光仁会木島病院
  北

きたおかかつひこ

岡克彦氏
  「中高年の膝の痛み、それって半月板損傷じゃない？」

■例会卓話予定
 3 月26日  認定補聴器技能者　洞

ほらぐちすえひこ

口末彦氏
  「耳と目の矯正・今」
 4 月  2日  ㈱リオテラス代表取締役   
  外

と や ま

山正
まさのぶ

修氏（金沢東RC）
  「言葉の選択が変わると人間関係がかわる。
  　実践　選択理論心理学」
 4 月  9日  未定
 4 月16日  北造園㈱専務取締役
  北

きた

　総
そういちろう

一朗氏（金沢東RC）
  「art photographの世界」
 4 月23日  大和証券㈱金沢支店長
  市

いちかわもとひさ

川元久氏（金沢東RC）
  「未定」

会 務 報 告
 5 月  7日  石川県赤十字血液センター所長　塩

しおばらしんたろう

原信太郎氏
  「血液事業の現状」
 5 月14日  未定
 5 月21日  休会
 5 月25日  金沢東RC 60周年特別例会
 6 月  4日  60周年慰労例会
 6 月11日  交換学生　Brooke ALMQUISTさん
  「母国の紹介他」
 6 月18日  休会
 6 月25日  会長・幹事退任挨拶

■ ニコニコ Box（敬称略）
小池田均…おとといの3／10に長男が盛大に結婚披露パーティーを開

きました。多くの方々に祝っていただき、親としてもとて

も幸福を感じました。ありがとうございました。

二木…次女が何とか大学に合格できました。交換留学で身につ

けた度胸と英語力のおかげです。4月から大阪で一人暮

らしになりますが、心配なので、時々様子を見に行きま

す。ニコニコと。

石野…この度、長男が第1志望の大学に合格することができま

した。これも2年前に交換留学生としてオーストラリア

に留学させていただいた皆様のお蔭です。2週間後には、

家内と二人きりになってしまうので、ドキドキしています。

川杉…遅まきながら、誕生日のお祝いを頂戴しまして、誠にあ

りがとうございました。4／1付で千葉支店に転勤になり、

ロータリアンの行動規範

ロータリアンとして、私は以下のように行動する。

1.個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準
をもって行動する。

2.取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対
して尊重の念をもって接する。

3.自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別
なニーズを抱える人びとを助け、地域社会や世界中の人
びとの生活の質を高める。

4.ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすよう

な言動は避ける。

金沢東ロータリークラブ60周年実行委員会組織表

会　長	 厚見　正充	 実行委員長	 米沢　　寛　　　
会長エレクト	 中田　吉則	 事 務 局 長（総務・財政担当）	 松本　浩平
幹　事	 山本　晴一	 副事務局長（登録担当）	 石野　一樹

部　会 部会長 副部会長 部会員

式　典（記念事業） 紙谷　一成
藤弥　昌宏
我妻　博志

荒木　吉雄、金谷　道憲、絹川　善隆、向井　健夫
根布　　寛、能登健太朗、髙多　倫正、竹松　俊一
徳野与志一

懇親会 浅田　久太
村端　一男
山縣　秀行

浅野　達也、粟田　真人、粟森　昌哉、市川　元久
岩本　秀成、蟹瀬　　克、気谷　源嗣、久米　　剛
増田　成利、三井　誠司、本谷　裕二、奥ノ坊　誠
大場　　司、大石　泰正、太田　光尋、鷺　　佳憲
鈴木　博竹、外山　正修、椿原　正浩、横山　秀雄

記念誌 谷村庄太郎 南　　志郎
安達　　洋、日根野幸子、笠間　史盛、北　総一朗
越原　悠三、松本　健夫、湊　　康久、宮本　亮一
大島　国雄、酒井　道行、坂本　憲一

友　好 山岸　敬秀 髙桑　幸一
朝倉　宏太、橋本　好哲、平野　利康、鏑木　基由
木村　道明、小池田　均、中川　　衛、野村　圭作
利光　克仁、高岩　勝人、渡辺　数磨、山崎　勝治

登　録 石野　一樹
木屋　満晶
大島　淳光

冨久尾佳枝、井上英一郎、木藤衣妃子、小池田康秀
三平　佐弓、水上　誠子、中村　和哉、成島　　孝
白川ひとみ、柳内　清孝

総務・財務 松本　浩平 黒木　康生
忠田　秀敏、二木　克明、久田　欣一、金子　福夫
松木　浩一、宮本　秀夫、西川　英治、岡田　直樹

＜顧　問＞	 	 	 	 	

	 浅田　裕久	 諸江　賢二	 小池田康成	 和田　清聡	 若林　智雄	 北川　義信

	 高桑　秀治	 不室　　昭　	 中島　秀雄	 山﨑　修二	 鈴木　宗幸	 別川　　稔

	 岩木　弘勝	 田中　和彦	
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〈 例会メニュー 〉
3/19 〈洋食〉桜鯛のグリル春野菜を添えて  ブールブランソースで
3/26 〈中華〉春 香る、春キャベツと能登豚の花椒炒めをメインに

3月は水と衛生月間です

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

◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日　時：3月19日（月）　11:30 〜
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F

◆第5回 60周年実行委員会
日　時：3月19日（月）　13:40 〜
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F

◆東京東・金沢東RC打合せ会
日　時：3月26日（月）　13:40 〜
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ10F「加賀の間」

◆東京東・金沢東RC懇親会
日　時：3月26日（月）　18:30 〜
場　所：かなざわ石亭
会　費：10,000円

◆3月親睦委員会
日　時：3月27日（火）　18:30 〜
場　所：Pizzeria e Trattoria Da TAKE
会　費：7,000円

◆交換学生Brookeさん誕生会
日　時：3月28日（水）　18:30 〜
場　所：味道苑 大手町
会　費：4,000円

◆金沢8RC新旧幹事会
日　時：3月30日（金）　13:40 〜
場　所：金沢東急ホテル5F
出席予定者：山本、石野

◆グリーン会 第3回ゴルフコンペ
日　時：3月31日（土）　8:24スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」

◆RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）
日　時：4月7日（土）　9:30 〜 17:00
場　所：石川県地場産業振興センター本館「第2研修室」他
会　費：3,000円（クラブ負担）
出席予定者：向井

◆次年度打合せ会
日　時：4月17日（火）　18:30 〜
場　所：六角堂Grill & Bar

◆金沢百万石RC 20周年記念例会
日　時：4月21日（土）
　　　　14:30 〜 16:00　講演会　櫻井よしこ氏
　　　　　　　　　　　　「今、私たちに出来ることは何か」 

　　　　　16:30 〜 17:30　式典
　　　　17:50 〜 20:00　祝宴　
場　所：石川県立音楽堂「邦楽ホール」及びホテル日航金沢（祝宴）

会　費：講演会のみ……………  2,000円
　　　　講演会・式典・祝宴…12,000円

◆地区研修・協議会
日　時：4月22日（日）　13:00 〜 17:00
場　所：富山県民会館「大ホール」
登録料：4,000円（クラブ負担）
出席義務者：特別出席者、次期会長、幹事、会計、各委員長、
　　　　新会員

◆次年度第１回クラブ協議会
日　時：4月23日（月）　13:40 〜
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F
議　件：次年度クラブ活動の件
出席義務者：次年度理事、役員、各委員長

2018〜2019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 小池田康秀（理）

職業分類
会員選考 中島　秀雄 不室　　昭 諸江　賢二、山﨑　修二、和田　清聡、浅田　裕久

会員増強 浅野　達也 野村　圭作 浅田　久太、金谷　道憲、鷺　　佳憲、我妻　博志

ロータリー情報 高桑　幸一 鈴木　宗幸
若林　智雄、小池田康成、安達　　洋、北川　義信
米沢　　寛

親　　睦 小池田　均 渡辺　数磨

荒木　吉雄、粟田　真人、市川　元久、鏑木　基由
久米　　剛、三井　誠司、成島　　孝、奥ノ坊　誠
太田　光尋、大場　　司、外山　正修、椿原　正浩
横山　秀雄

出　　席
ニコニコ 岩本　秀成 木屋　満晶 利光　克仁、蟹瀬　　克、鈴木　博竹

プログラム 紙谷　一成（理） 絹川　善隆 別川　　稔、木村　道明、根布　　寛、髙多　倫正
田中　和彦、柳内　清孝

会　　報
広　　報
雑　　誌

三平　佐弓 黒木　康生 粟森　昌哉、本谷　裕二、大石　泰正、坂本　憲一

職業奉仕
（ロータリー･ボランティア）

井上英一郎（理） 山縣　秀行 橋本　好哲、岡田　直樹、酒井　道行、山岸　敬秀

社会奉仕
青少年奉仕

松本　浩平（理）

環境保全
人間尊重 谷村庄太郎（理） 木藤衣妃子 笠間　史盛、北　総一朗、宮本　秀夫、中村　和哉

地域発展
奨学財団 白川ひとみ 気谷　源嗣 忠田　秀敏、久田　欣一

協同奉仕
（ローターアクト）

宮本　亮一（理） 二木　克明 湊　　康久、水上　誠子、山崎　勝治

協同奉仕
（インターアクト）

南　　志郎（理） 朝倉　宏太 日根野幸子、金子　福夫

国際奉仕
（ロータリー友情交換）

能登健太朗（理）

国際青少年計画
世界社会奉仕 大島　淳光（理） 村端　一男 冨久尾佳枝、越原　悠三、松本　健夫、高岩　勝人

ロータリー財団
米山記念奨学会 竹松　俊一 増田　成利 松木　浩一、中川　　衛、西川　英治、大島　国雄

会　長	 中田　吉則（理）	 理　事（職業奉仕）	 井上英一郎　　　
副会長（会長エレクト）	 徳野与志一（理）	 理　事（社会奉仕・青少年奉仕）	 松本　浩平
副会長（クラブ奉仕・会長ノミニー）	 小池田康秀（理）	 理　事（国際奉仕）	 能登健太朗
幹　事	 石野　一樹（理）	 理　事	 紙谷　一成
副幹事	 向井　健夫	 理　事	 南　　志郎
S A A 	 藤弥　昌宏（理）	 理　事	 宮本　亮一
副SAA	 平野　利康	 理　事	 大島　淳光
会　計	 岩木　弘勝（理）	 理　事	 谷村庄太郎
監　査	 高桑　秀治	
直前会長	 厚見　正充（理）	 直前幹事	 山本　晴一

	 ＜地区役員＞	 ローターアクト委員　	木屋　満晶	 国際青少年交換委員	 中田　吉則	 	 	
	 	 インターアクト委員	 南　　志郎	 国際青少年交換委員	 竹松　俊一	 　　　　　　　	
	 	 	 	 　　　　　　(2018,7,1 より実施）　　　

東ロータリーさんからいただく最後のプレゼントになり

ましたので、少々淋しい気持ちもありますが、40代最後

の1年を充実した年にしたいと思っています。皆様には、

いろいろとご指導いただき、感謝申し上げます。

竹松…今月、56歳の誕生日を迎えます。元気にロータリー活動

を続けられるのも家族と皆様のお蔭と感謝いたしてお

ります。

浅田久太…お誕生日のお祝をいただきました。ありがとうござ

います。50歳は特別な誕生日です。無事に迎えられます

ように。

紙谷…この度は結婚記念日のお祝を頂戴し、ありがとうござい

ます。15年目を迎えました。これからも頑張ります。

星　…結婚記念日の素敵なお花をありがとうございました。

異動となりましたので、来週の例会が最後になります。

あっという間の3年間、本当にありがとうございました。

金谷…結婚記念日のお祝いをありがとうございます。今後も仲

睦まじく、暮らしていきます。

　合計　1,210,550円　

❖  3 月 12 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 2 月26日 54 ／ 99　ホームクラブ　54.55%
 2 月19日 76 ／ 99　補正出席率　　76.77%
　　　　　　　　　　　　  　（出席免除会員5名）

   
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.


