
金沢東ロータリークラブ会報

事務局：金沢市彦三町2丁目1番地45号  むさしビル4F
ＴＥＬ：076-260-1212　FAX：076-260-5656
E-mail ：k-eastrc@gaea.ocn.ne.jpUＲＬ：http://www.kanazawahigashi-rc.com/

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

会長：中　田　吉　則
幹事：石　野　一　樹
会報：三　平　佐　弓

2018 - 2019年度金沢東RCスローガン「新たなる出発　原点への回帰」
写真提供：金沢市

㈱電通西日本金沢支社長

長
ながしま

嶋 宏
ひろあき

明

　株式会社電通西日本の長嶋宏明

と申します。このたびは、歴史と伝

統のある金沢東ロータリークラブ

への入会のご承認を賜り、推薦者

を始め先輩会員の皆様に御礼申し

上げます。私は金沢に生まれ、金

沢で育ちました。電通金沢支局時

代から創設48年、今年4月、初めて

の地元出身支社長に就きました。

　金沢は、2015年の北陸新幹線開業を機に大きく様変

わりをしたと実感しています。金沢駅には大勢の人が乗

降し、県外からのお客様や外国人観光客で賑わう駅の

風景は私が子供の頃には想像が付きませんでした。街

中には宿泊施設が増え、観光地にも多くのお客様が訪

れ、金沢マラソンを始めとする様々なイベントも数多く

開催、観光という視点から見れば北陸新幹線金沢開業

は石川県の経済波及効果に大きく寄与していることは言

うまでもありません。しかし一方では、「馴染みの店」の

予約が取れないこともしばしばあり、また「金沢市民の

台所」から足が遠退いている市民がいることも現実です。

地元に住む人たちにとって普段の生活が快適に、街の活

気と共存できるような魅力ある金沢へ更に磨きをかけ

てゆければと個人的には思います。そして次世代の若者

たちが県外に働きに出たとしても、将来的には出身地金

沢へ戻ってきたいと思えるような街・ふるさとづくりに、

ロータリークラブ活動を通し微力ながら地域社会への

奉仕に努めてゆきたいと考えます。どうぞ皆様、よろし

くお願い申し上げます。
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入会挨拶
❖  8 月 27 日（月）例会 ❖

“夏の納涼例会”

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
 8 月27日  夏の納涼例会（六角堂 Grill&Bar）

■例会卓話予定
 9 月  3日  RI第2610地区ガバナー  若

わかばやしけいすけ

林 啓 介氏（富山RC)
  「インスピレーションになろう」
 9 月10日  社会福祉法人 和光会　理事長　土

ど い が み じ ょ う じ

井上丞二氏
  「保育園の経営を公開します」
10月  1日  米山奨学生　李

り か じ

佳妮さん
  「この私」
10月15日  ㈱明電舎北陸支店長 
  椿

つばきはらまさひろ

原正浩氏（金沢東RC）
  「未定」
10月28日  第2610地区大会（富山国際会議場）
10月29日  北陸先端科学技術大学院大学　副学長
  川

かわにししゅんご

西俊吾氏（金沢東RCロータリー財団奨学生OB)
  「グローバルな舞台で生きる」

■ ニコニコ Box（敬称略）
松本ガバナー補佐…中田会長、石野幹事年度の成功をお祈り

いたします。
中田…松本石川第1分区Aガバナー補佐をお迎えしてニコニ

コと。
石野…本日は松本ガバナー補佐におかれましては、ようこそ

金沢東RCへお越しいただきました。ありがとうござい
ます。長時間になりますが、よろしくお願いいたします。

髙桑幸一…松本ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいました‼
　ご活躍をお祈りいたします。

徳野…松本ガバナー補佐の来訪に感謝して、ニコニコと！　
1年間、よろしくご指導をお願いいたします。

小池田康秀…本日は松本ガバナー補佐をお迎えして、クラブ
協議会が開かれます。よろしくお願いします。

白川…日本航空㈱伊東支店長、本日の卓話を楽しみにしてお
ります。

会務報告



野村…母と妻を亡くし、初めてのお盆でした。これまでに感
謝し、これからの多幸をお願いしてまいりました。こ
れまでの思い出を胸に精進していきたいと思います。

三井正哉…みずほ銀行金沢支店の売り場で、サマージャンボ
1000万円が出ています。お手元の宝くじ、ご確認くだ
さい。

岩本…先日の山口県での行方不明の2歳の子供を見事見つけ
出したスーパーボランティアの尾畠さんの活躍が、連
日マスコミで紹介されて知り、日本にはまだまだ日の
当たらない所で感謝の気持ちを実践されている方が
いることに感銘を受けました。爪の垢を煎じて飲ませ
ていただきたいと思います。

不室…お蔭様で32ヵ年皆出席の顕彰をいただきました。会
員の方々のご友情とご交誼に感謝します。

越原…30ヵ年皆出席顕彰をいただきました。ありがとうござ
いました。これも皆様のお蔭です。

岩木…21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。入会当初は果して何年皆出席が出来るか
なぁと思っていましたが、いつの間にか21年が経ちま
した。これも皆様のお蔭と感謝しております。今後共、
よろしくお願いいたします。

松本浩平…11ヵ年皆出席顕彰をいただきました。引き続き、
よろしくお願いいたします。

徳野…10ヵ年の皆出席祝をいただきました。支えていただい
た皆様に心から感謝申し上げ、ニコニコと。

木屋…6ヵ年の皆出席顕彰をありがとうございました。
大島淳光…4カ年皆出席をいただくことができました。あり

がとうございます。引き続き、精進して参ります‼

◆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」

◆ガバナー公式訪問　会長幹事懇談会
日　時：9月3日（月）　11:30〜12:15　
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18F
出席予定者：会長、会長エレクト、副会長、幹事、副幹事

◆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

〈 例会メニュー 〉
8/27 　夏の納涼例会（六角堂G&B)
9/3 〈和食〉秋の味覚弁当
9/10 〈中華〉夏の疲れから体を癒すメニュー

8/27㈪昼の例会はありません

8月は会員増強・新クラブ結成推進月間です

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

柳内…4ヵ年の皆出席顕彰をいただき、ありがとうございます。
4年と言えば大学を卒業してしまう程の期間が経過し
ましたが、新たな経験を積めるよう挑戦を続けます。

三井誠司…1ヵ年の皆出席顕彰をいただきまして、ありがと
うございました。引き続き、よろしくお願いいたします。

鈴木博竹…誕生日のお祝いをありがとうございます。明治
100年目の年に生まれ、今年は明治150年、私も半世
紀を生きました。これからも頑張ります。

奥ノ坊…誕生日のお祝いをありがとうございました。56歳に
なりました。今後ともよろしくお願いいたします。

能登…大変遅れましたが、誕生日のお祝い、ありがとうござ
いました。

市川…お花をありがとうございます。結婚記念日にこのよう
なプレゼントをいただいたのは初めてで、妻共々、感
動しております。本当にありがとうございました。

　合計　374,229円　

❖  8 月 20 日（月）例会報告 ❖

“ガバナー補佐訪問”

■出席率報告
 7 月30日 64 ／ 101　ホームクラブ　63.37％
 7 月23日 80 ／ 101　補正出席率　　79.21％
　　　　　　　　　　　　　   （出席免除会員5名）

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.


