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「平成31年 新年挨拶」

会長　中田  吉則

　新年明けましておめでとうござ

います。金沢東ロータリークラブ

第61代会長を拝命して約半年が

過ぎました。「新たなる出発  原点

への回帰」をスローガンに各委員

長の皆様方にはご尽力いただき当

初の目的のとおり、会員相互の親

睦、職業奉仕の旅行、或いは会員

拡大など、会員皆様のご協力のもと満足のいく活動が

出来たかと思います。

　さて、今年の干支は「亥」です。日本では猪(イノシシ)

ですが、中国では豚(ブタ)を意味する漢字になりますか

ら、ちょっとイメージが変わります。猪突猛進のイノシシ

は近年では畑やゴルフ場を荒らす害獣のイメージが強く

なり、駆除したイノシシの有効利用にあの手この手で石

川県も苦慮しているようです。しかしながら、本来的に

はイノシシのお肉を食べると万病を予防するとして「無

病息災」の意味があるのです。特に秋に獲れるイノシシ

は木の実などの高カロリーな食物を食べているので美

味しいと思います。逆に春先に獲れるイノシシはろくな

餌を食べていませんから、やせ細って脂ものっていない

お肉ですから美味しい訳がありません。元々ジビエは

その季節に獲れる動物を料理し食するものですから、

これを通年何とか有効利用しようと言う考え方が、私

にすれば既に間違っていると言わざるを得ません。

　最後に、今年は5月には天皇陛下の退位及び皇太子

殿下の即位が予定されており、新しい元号もどんな名

称になるのか大きな行事が控えています。それに伴って

ゴールデン・ウィークも10連休という過去にない大型連

休となります。日本経済に少しでもプラスになればあり

がたいと思う次第です。またロータリークラブの活動と

しては5月25日～26日に金沢で日本青少年交換研究会

の全国会議が開催されますので、これが終わるまでは

緊張感を持って会長職を全うしたいと思います。

　会員の皆様方とご家族のご多幸を祈念して、年頭の

ご挨拶とさせていただきます。

❖  1 月 21 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
 1 月21日  ㈱ゴールデンバロール代表取締役　諸

も ろ え け ん た

江健太氏

  「金沢のスポーツ文化と伝統文化を世界へ発信！」

■例会卓話予定
 1 月28日  金沢マテリアル㈱顧問　中

なかむらしんいち

村真一氏
  「世界の環境問題　我々が直接経験したこと」
 2 月  4日  新春懇親例会（松魚亭）
 2 月18日  日本生命保険（相互）金沢支社長
  長

ながとふみゆき

渡史将氏（金沢東RC）
 2 月25日  金沢文化スポーツコミッション代表　 平

たいら

　八
はちろう

郎氏
  「金沢文化スポーツコミッションとは」

■おめでとう（敬称略）
◎１月お誕生日祝

石野　一樹　1.  5  中島　秀雄　1.  9
椿原　丈士　1.11  絹川　善隆　1.12
田中　和彦　1.12  本谷　裕二　1.16
野村　圭作　1.20  鏑木　基由　1.21
木藤衣妃子　1.21  大島　国雄　1.21
大場　　司　1.22  岩木　弘勝　1.29
山縣　秀行　1.29

◎１月ご結婚記念日祝
気谷　源嗣　1.  1  山本　晴一　1.  9
石野　一樹　1.15  三平　佐弓　1.15
 坂本　憲一　1.28  高多　倫正　1.30

会務報告



〈 例会メニュー 〉
1/21 〈中華〉気の巡りを調え体の芯から温まる
1/28 〈和食〉新春弁当

■ ニコニコ Box（敬称略）
園田・奥田（金沢南RC）…本日は金沢南ロータリークラブ50周年

記念事業のPRに伺いました。どうぞよろしくお願いします。
中田…長期交換学生のキャットは来年1月4日に帰国が決まりま

した。今日は1年間、金沢で学んだことの卓話です。頑張っ
てください。I hope that you spent a fruitful year in 
Kanazawa!

竹松…我が家の箱入り娘キャットが卓話のスピーカーを努めます。
ドキドキ。キャット、頑張れ！

石野…お蔭様で今年、創業70周年を迎えることができました。これ
からも地元は勿論のこと、全国の公教育に少しでも貢献で
きるよう頑張ります。ありがとうございます。

能登…国際奉仕委員長の能登です。本日は皆様より心温まる生活用
品の支援をありがとうございました。贈呈式に出席し、しっ
かりとお渡ししてきます。

諸江…今年11月で51年間皆出席の表彰をいただきました。入会当
時は金沢RCと金沢東RCの2会場しかなかった為、アメリ
カのカリフォルニアワインで有名なフレスノ、カナダ、ニュー
ジーランド等でメーキャップしましたが、それでも3年間は落
としました。それから51年間頑張って皆勤を続けました。こ
の記録は当分破れないと思います。現在、金沢東RC会員数
は110人になりましたが、私が入会した当時、未だ生まれて
いない人が過半数を越えました。よくぞ91歳の今日まで生
きてきたものと我ながら感無量です。これからもよろしくお
願いいたします。

大島国雄…年忘れ家族例会にて、ビンゴでお花をいただきました。
また、32ヵ年皆出席顕彰をいただき、家族とメンバーに感謝
いたします。

越原…この度、家内が年忘れ家族例会において30カ年皆出席会員
配偶者表彰をいただきました。ありがとうございます。

木村…5ヵ年皆出席配偶者表彰で素敵なお花ををいただき、心より
感謝申し上げます。また遅くなりましたが、誕生日のお祝を
ありがとうございます。55歳になりました。

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

◆1月理事役員会
日　時：1月21日（月）　13:40～　
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ10F「加賀の間」

◆1月親睦委員会
日　時：1月21日（月）　18:30～　
場　所：宝生寿し
会　費：10,000円

◆60周年実行委員会解団式
日　時：1月24日（木）　18:00～　
場　所：浅田屋

◆地区ロータリー財団補助金管理セミナー
日　時：2月2日（土）　10:30～12:00
場　所：石川県地場産業振興センター新館5F
出席予定者：能登

◆金沢東ローターアクトクラブ創立45周年記念例会
日　時：2月2日（土）　11:30～13:00 例会・記念講演
　　　　　　　　　　 13:00～15:00 祝賀会　
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ
会　費：6,000円

（理事・役員・委員長・アクトOB＆OGは出欠にかかわらず、
  登録義務者とさせていただきます）

◆新春懇親例会
日　時：2月4日（月）　18:00～　
場　所：松魚亭
会　費：10,000円
※2/4 昼の通常例会はありません。

◆金沢8RC合同幹事会
日　時：2月5日（火）　13:40～
場　所：ホテル日航金沢5F「オーキッドルーム」
出席予定者：石野

   
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.

1 月は職業奉仕月間です

諸江…先日の年忘れ家族例会でシクラメンををいただきましたので、
ニコニコと‼

小池田康秀…先週は大変楽しい年忘れ家族例会でした。特に、髙桑
幸一会員のお孫さんと谷村会員のお子さんのご活躍ぶりに
は脱帽です。将来が楽しみです。

大島淳光…結婚記念日祝にお花をいただきました。ありがとうござ
います。

岩本…先週の家族例会でのビンゴ大会で多くのニコニコをいただき、
ありがとうございました。また私事ですが、先週の木曜日に
初孫が生まれ、おじいちゃんになりました。今後の孫の成長
が楽しみです。

　合計　963,449円　

❖  12 月 17 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
12月  3日 57 ／ 103　ホームクラブ　55.34％
11月26日 81 ／ 103　補正出席率　　78.64％
　　　　　　　　　　　　　   （出席免除会員6名）

❖  1 月 9 日（水）例会報告 ❖

“金沢8RC新年合同例会”

■出席率報告
12月10日 60 ／ 103　ホームクラブ　58.25%
12月  3日 83 ／ 103　補正出席率　　80.58%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員6名）


