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「新たなる出発

2018 - 2019年度金沢東RCスローガン
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原点への回帰」
金沢東ローターアクトクラブ会長

竹内

新任挨拶
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国際奉仕委員長

能登健太朗

本年度、中田会長のもと、国際奉
仕委員長を拝命いたしました能登健
太朗です。正直なところ留学経験も
なく、国際という言葉から縁遠い自
分がどこまで務まるか大変不安であ
りますが、明るく前向きに取り組ん
でまいりますので、1年間よろしくお
願いいたします。
当委員会は、国際青少年計画・世界社会奉仕委員会（大
島淳光委員長）、ロータリー財団・米山記念奨学会委員会
（竹松俊一委員長）の２つの委員会から構成されており
ます。また本年度は、地区国際青少年委員会に中田会長と
竹松会員が出向され、さらに日本青少年交換研究会金沢
会議開催にあたり部会長として、中田会長と竹松会員が兼
務されます。経験豊富な先輩にご指導をいただきながら、
微力ながら両委員会との連携や調整を密にして活発に事
業を進めていきたいと思います。
本年度の長期留学生につきましては、8月より高岩佑輔
君をオーストラリアへ派遣いたします。また来年1月からは、
オーストラリアからの長期留学生を受け入れる予定です。
米山奨学生につきましては、今年4月より中国から金沢美
術工芸大学大学院生 李佳妮さんを受け入れております。
この受入を通じて、会員の皆様に財団や奨学生の目的や
意義を理解いただき、募金のお願いを含め活動していきた
いと思います。
何分にも国際感覚に全く長けていないので、不安だらけ
でありますが、両委員長と協力し、特に地区役員でもあり
ます竹松俊一委員長、そして中田吉則会長にご指導いただ
きながら活動していきたいと思います。会員皆様のご支援、
ご協力を宜しくお願いいたします。

例会日：毎月曜日 12:30 〜 13:30
例会場：ANAホリデイ・イン金沢スカイ
U Ｒ Ｌ：http://www.kanazawahigashi-rc.com/

康介

本年度、金沢東ローターアクトク
ラブ会長を務めさせていただく竹内
康介と申します。
先日、金沢東ローターアクト40周
年記念事業の一つである、花壇例会
に参加しました。この事業は10年間
で犀川沿い200Mに花壇を植える
事業です。約3時間、猛暑の中をアク
トの仲間、そして地域住民の方々と汗を流しました。活動
の間、通りかかる地元住民の方から「ご苦労様」
「ありがと
う」など声をかけて頂き、終了後には協力して下さった地
域の方々からも御礼のお言葉を頂きました。恥ずかしなが
ら社会人となってから、仕事以外で地域貢献などの活動に
参加したことがなく、自己満足になってしまいますが、目標
の範囲の花壇を埋め終った後の達成感や御礼の言葉によ
る充足感を感じました。当初、私がアクト入会を希望した
理由は同世代の方との交流でした。交流もアクト活動のこ
のような地域に関わる体験ができ、かつ、活動内容を自分
達で考えることができることもアクトの魅力であると感じ
ています。
今年度は45周年事業、そして来年度は地区代表も控え
ています。アクトの仲間と一致団結し、様々な活動に対して
意欲的に取り組み、活気あるクラブ運営を実施できるよう、
会長として先導致します。
最後に、私共ローターアクトはロータリーの皆様のご協
力なくして成り立つものではありません。ロータリーの皆
様にも関心を持って頂けるような、魅力あるクラブ運営を
目指します。今後とも何卒、御指導・御鞭撻の程、宜しく御
願い申し上げます。

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
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会務報告
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8 月 6 日（月）例会

❖

■ソング
“君が代”
“奉仕の理想”

■本日の卓話

ふじやたくま

8 月 6日		 交換学生 藤弥巧磨君
		 「帰国報告」

■例会卓話予定
8 月13日		
8 月20日		
		
8 月27日		
9 月 3日		
		

休会
いとうよしたか
日本航空㈱北陸支店長 伊東芳隆氏
「リーダーとしての役割と思い」
夏の納涼例会（六角堂 Grill&Bar）
わかばやしけいすけ
RI第2610地区ガバナー 若 林 啓 介 氏（富山RC)
「ガバナー公式訪問」

合計

❖

松本 健夫
金谷 道憲
忠田 秀敏
若林 智雄
能登健太朗
鈴木 博竹

8. 6
8.15
8.16
8.18
8.20
8.30

太田 光尋 8.21

■ ニコニコ Box（敬称略）
富山RC…本日は貴重なお時間を拝借し、ありがとうございました。
地区大会のご参加、ご登録よろしくお願いいたします。
浅田久太、山縣…先週、ニューヨークから料理人を預かった際に山
本晴一さん、中田吉則さん、紙谷一成さんなど、多くの金沢東
ロータリアンに助けていただきました。ロータリーの友情に
ニコニコと。
三井正哉…本日は大安です。この後、またサマージャンボの販売会を
開催しますので、まだご購入していない、買い足りない方は是
非お立ち寄りください。よろしくお願いします。
木屋…金沢東ローターアクトクラブの竹内会長、池田幹事、1年間頑
張ってください。
山岸…34ヵ年皆出席顕彰をいただきまして、ありがとうございまし
た。健康に留意して、これからも頑張ります。
別川…21ヵ年皆出席顕彰をいただきました。皆様、家内のお陰です。
中田…いつの間にか14年経ちました。ありがとうございます。
小池田康秀…11ヵ年皆出席お祝いをいただき、ありがとうござい
ました。正直アッという間の11年でした。これからも金沢東
ロータリーのために一生懸命、頑張りますのでよろしくお願い
します。

8月は会員増強・新クラブ結成推進月間です
8/13㈪は休会、
8/27㈪昼の例会はありません
〈 例会メニュー 〉
8/6 〈和食〉海鮮丼
8/13 休会
8/20 〈中華〉絶品XO醤を使用した小海老の炒めをメインに
8/27 夏の納涼例会（六角堂G&B)

252,629円

7 月 30 日（月）例会報告

❖

■出席率報告
7 月 9日
7 月 2日

■おめでとう（敬称略）
◎８月お誕生日祝
為廣
薫 8. 3
浅野 達也 8. 7
奥ノ坊 誠 8.15
朝倉 宏太 8.17
湊
康久 8.20
三井 正哉 8.24
久米
剛 8.31
◎８月ご結婚記念日祝
市川 元久 8.10

竹松…11ヵ年の皆出席顕彰を賜り、ありがとうございました。
根布…7年連続皆出席表彰、ありがとうございました。この後は10年
連続を目指します。
能登…6ヵ年皆出席の顕彰をいただきました。ありがとうございます。
宮本亮一…50歳にて、5ヵ年の皆出席表彰をいただきました。55歳
にも表彰していただける様、頑張ります。ありがとうございま
した。
井上…5ヵ年の皆出席顕彰をいただきました。これからも元気でニコ
ニコと頑張ります。よろしくお願いいたします。
木村…2度目の5ヵ年皆出席顕彰です。ありがとうございました。3度
目が無いように頑張ります。
南 …お蔭様で3ヵ年皆出席顕彰をいただくことができました。3年
間でいろいろな方と出会い、貴重な経験をさせていただいて
います。今後共よろしくお願いします。
黒木…3ヵ年皆出席顕彰をいただき、ありがとうございました。
長渡…結婚記念日にお花をありがとうございました。お蔭様で妻に
忘れずメールすることができ、家庭円満につながりました。

67 ／ 101
85 ／ 101

ホームクラブ 66.34％
補正出席率
84.16％
（出席免除会員5名）

◆ロータリー情報委員会（新会員研修会）
日 時：8月6日（月） 11:30〜
場 所：ANA ホリデイ ･ イン金沢スカイ18F
出席予定者：石川、中田、石野、髙桑幸一、浅田裕久、不室
◆米山記念奨学会委員長研修会
日 時：8月18日（土） 14:00〜16:00
場 所：富山電気ビル5F「中ホール」
出席予定者：竹松
◆ガバナー補佐訪問 会長幹事懇談会
日 時：8月20日（月） 11:00〜12:00
場 所：ANA ホリデイ ･ イン金沢スカイ18F
出席予定者：G補佐、会長、会長エレクト、副会長、幹事、副幹事
◆ガバナー補佐訪問 クラブ協議会
日 時：8月20日（月） 13:40〜14:30
場 所：ANA ホリデイ ･ イン金沢スカイ18F
出席予定者：理事、役員、各委員長
◆インターアクト年次大会
日 時：8月23日（木） 10:00〜15:10
場 所：新川文化ホール
出席予定者：南
◆夏の納涼例会
日 時：8月27日（月） 18:30〜
場 所：六角堂 Grill & Bar
会 費：会員…10,000円 配偶者…9,000円
※8/27昼の例会はありません。
◆第１回グリーン会ゴルフコンペ
日 時：9月1日（土） 9:06スタート
場 所：片山津GC「加賀コース」
◆職業奉仕研究セミナー
日 時：9月9日（日） 14:00〜16:00
場 所：石川県地場産業振興センター新館「コンベンションホール」
講 演：日本のロータリー 100周年委員
パスト・ガバナー 本田博己氏（前橋RC）
「職業奉仕について」
◆国際ロータリー第2610地区2018-19年度地区大会
地区大会１日目〈10月27日土〉
13:00〜17:00 指導者育成セミナー
富山国際会議場
出席対象者：会長、幹事、次期会長、次期幹事、
5大奉仕委員長
18:00〜19:30 RI会長代理ご夫妻歓迎夕食会 富山電気ビル
出席対象者：会長、幹事（別途登録料12,000円）
地区大会２日目〈10月28日日〉
13:00〜17:00 本会議Ⅰ・Ⅱ・記念講演
富山国際会議場
18:20〜20:00 大懇親会 ANAクラウンプラザホテル富山
出席対象者：全会員、ご家族、交換学生、米山奨学生
大会登録料：会 員11,000円（内クラブ負担2,500円）
ご家族 8,000円

