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クラブ奉仕委員長

松本　浩平

　今年度、小池田会長のもとクラ

ブ奉仕委員長を務めさせていた

だきます松本浩平です。一昨年の

社会奉仕・青少年奉仕委員長、昨

年の職業奉仕委員長に続き、クラブ奉仕委員長と副会

長兼務という大役を仰せつかり、身が引き締まる思い

であります。コロナ禍、社会全体が一変する大事となり

ましたが、わが金沢東ロータリークラブの活動において

も当たり前のことが当たり前でなくなる、普通のこと

が普通にできなくなる状況もうまれ、残念ながら未だ

先行きの不透明感も否めません。このような環境、「新

しい生活様式」の下、小池田会長の掲げるスローガン、

「不易流行」がいろいろな意味でますます重要になる

一年になると認識しているところであります。

　クラブ奉仕委員会、職業分類・会員選考委員会には

別川稔委員長、会員増強委員会には冨久尾佳枝委員

長、ロータリー情報委員会には厚見正充委員長、親睦委

員会には藤弥昌宏委員長、出席・ニコニコ委員会には橋

浦康友委員長、プログラム委員会には浅野達也委員長、

会報・広報・雑誌委員会には竹松俊一委員長と、個性溢

れる委員長の皆さまに小池田会長の思いを受容いた

だき、変化・変速の年となりますが創意と工夫をもって、

メンバー相互の親睦がより深く強固なものとなるよう活

動していただけることと確信しております。入会して13

年目を迎えますが、まだまだ至らぬことも多々あるかと

存じます。委員長・委員会メンバーのお力をお借りして、

小池田会長はじめメンバーの皆さまのお役に立てるよ

う精励して参ります。一年間宜しくお願い致します。

国際奉仕委員長

石野　一樹

　本年度、国際奉仕委員長を拝命

しました石野一樹です。小池田会長

の掲げる「不易流行」のスローガン

のもと、本質を求めながら新しい

時代にも対応できる活動を模索したいと考えております。

　私には二人の子どもがおりますが、長女長男ともに

高校生の時にロータリーの長期交換留学生のプログラ

ムに参加させていただき、大変お世話になったこともあ

り、今年はクラブに対しての恩返しの1年と意気込んで

おりました。ところが、新型コロナウイルスの影響で、残

念ながら長期の交換留学プログラムの派遣及び受け

入れの中止と、夏のベルギーの短期交換留学も延期と

なってしまいました。いろいろと活動が制限される中で

も、何とか現在、金沢に滞在しているポッピー・ガイさん

（オーストラリア）と米山奨学生のリン・ジェーシーさん

（シンガポール）に対しては、こんな時だからこそでき

ることを考えて活動して参りたいと思っています。また、

「疾病の予防と治療」はロータリーの主な活動分野の

一つだと認識しております。ロータリー財団では、この

新型コロナウイルスに対する支援活動に関する情報も

積極的に皆様に共有していきたいと考えております。

　当委員会は、国際青少年計画・世界社会奉仕委員会

は黒木委員長、ロータリー財団・米山記念奨学会は村端

委員長と、両委員長ともに前向きに考えておられ頼も

しい限りです。両委員長と会員の皆様のお力をお借りし

て、しっかりと活動して参りますので、本年度1年間ご指

導とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
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新任挨拶

7/20㈪,8/17㈪例会は休会です

〈 例会メニュー 〉
7/13 〈中華〉食欲増進、松花堂弁当
7/20 　休会
7/27 〈中華〉スパイス香る  松花堂弁当

◆新旧理事役員会

日　時：7月13日（月）　11：30～

場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ10F「白山の間」

◆ロータリー情報委員会（新会員研修）

日　時：8月3日（月）　11：30～

場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F

卒よろしくお願いいたします。

長嶋…誕生日のプレゼントをありがとうございました。引

き続きよろしくお願いします。

気谷…お誕生日のお祝いを頂戴いたしました。また、1年

間無事に過ごせるよう頑張りたいと思います。

中村…誕生日のお祝いをありがとうございました。不惑の

年はとうに過ぎていますが、惑うことばかりの61

歳です。今後ともご指導の程よろしくお願いいたし

ます。

外山…誕生日祝をありがとうございます。入会して3回目

の誕生日です。元気にまた1才歳を重ねられたこと

に感謝しつつ、自分の使命を全うできる1年にした

いですね！

白井…結婚記念日のお祝いをいただき、ありがとうござい

ます。皆様に支えられながら、これからも仲良くし

て参ります。

山岸…5月1日に15回目の結婚記念日を迎えました。お祝

いをいただき、ありがとうございます。また、父が

6/30付で退会いたしました。これまで大変お世話

になりました。父に代わり頑張りますので、よろしく

お願いいたします。

笠間…皆出席の御礼。お陰様で39年があっという間に過

ぎました。今後もよろしくお願いします。

　合計　124,200円　

❖  7 月 6 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告

  6月22日 60 ／ 93　ホームクラブ　64.52％

  6月  8日 ―／93　補正出席率　　―％

　　　　　　　　　　　　　       （出席免除会員3名）

仕の理想を学び、実践して参る所存です。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

田中主水…入会させていただき、ありがとうございます。

今後ともよろしくお願いいたします。

泉屋…入会させていただきまして、誠にありがとうござい

ます。

松本明…本日より加入させていただきます。よろしくお願

いいたします。

小池田康秀…新会員の泉屋拓郎さん、喜多孝之さん、松本

明さん、田中主水さん、寺村篤毅さん、ご入会おめ

でとうございます。心より歓迎いたします。たくさ

ん仲間を増やして有意義なロータリー活動になる

ことをお祈りしています。

不室…新年度が始まりました。小池田新会長、大島新幹事、

1年間よろしくお願いします。また、新会員の泉谷さ

んをご推薦しましたので、ご交誼の程よろしくお願

いします。

髙桑幸一…喜多孝之さんのご入会、おめでとうございます。

ご活躍をお祈りしています。

別川…松本明さん、泉屋拓郎さん、寺村篤毅さんを推薦さ

せていただきました。入会承認いただき、ありがと

うございます。

厚見…小池田会長、大島幹事、さあー始まりです。頑張っ

て行きましょう！また、新会員の田中主水君を推薦

させていただきました。RCライフを楽しんでいた

だきたいと思います。

山本…小池田会長＆大島幹事の新しい年度の船出をお祝

い申し上げます。また、新会員として田中主水君の

入会をいただきました。ようこそ、一緒にクラブラ

イフを楽しみましょう。

中村…松本明さんの入会を心より歓迎いたします。ロータ

リーライフを一緒に楽しみましょう。

藤弥…お誕生日のお祝いをいただき、ありがとうございま

す。22日で47歳になります。今後ともよろしくお願

いします。また、本年度、親睦委員長を務めます。何
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どうぞよろしくお願い申し上げます。

松本浩平…本年、クラブ奉仕委員長を務めさせていただ

きます。各委員長の皆様にはお世話になりますが、

よろしくお願いいたします。

能登…小池田会長、大島幹事、1年間よろしくお願いします。

井上…本年度、社会奉仕・青少年奉仕委員会を担当するこ

とになりました。小池田会長のもと、微力ではあり

ますが、尽力し、お役に立てるよう努めてまいりま

すので、よろしくお願いいたします。

南　…今年度、SAAを務めさせていただきます。不慣れ

ですが、スムーズな進行を心掛けますので、よろし

くお願いします。

橋浦…今年度、出席・ニコニコ委員長を拝命しました。温

かみと優しさが溢れる運営を心掛けていきます。皆

様、何卒よろしくお願いいたします。

高桑秀治…小池田会長、大島幹事のスタートを祝して。

鈴木…小池田会長、大島幹事の出発を祝い、ニコニコと。

また、誕生日のプレゼントもいただきました。あり

がとうございました。

米沢…小池田会長、大島幹事の新たな旅立ちをお祝いし

て！

髙桑幸一…前年度の徳野会長、向井幹事、1年間お世話様

でした。新年度の小池田会長、大島幹事、1年間よろ

しくお願いします。

別川…小池田年度のスタートをお祝いして。大変な時期で

すが、ご健康とご健闘をお祈りします。

岩木…徳野直前会長、向井直前幹事を始め、前年度の役

員、委員長の皆様、1年間大変お疲れ様でした。そ

して、本年度は小池田康秀会長、大島淳光幹事のス

タートとなります。体調に気を付けて1年間、素晴ら

しい運営となりますことを願っております。私も微

力ながらお支えしてまいりたいと思っています。

徳野…小池田会長・大島幹事、新年度のスタートをお祝い

し、心よりお喜び申し上げます。臨時休会が無きよ

う、お祈りします。船出を祝ってニコニコと。

浅田久太…敬愛なる小池田康秀先輩の会長就任を祝して。

野村…小池田会長、大島幹事のスタートを祝します。コロ

ナに負けず、頑張っていきましょう。

喜多…入会させていただき、ありがとうございます。今後

ともよろしくお願いいたします。

寺村…本日より、金沢東ロータリークラブに入会を承認い

ただきました。歴史・伝統ある当会の一員として奉

❖  7 月 13 日（月）例会 ❖

■ソング

“我等の生業”

“R-O-T-A-R-Y”

■本日の卓話

  7月13日  臨時総会（決算・予算）

  5大奉仕委員長新任挨拶

■例会卓話予定

  7月20日  休会

  7月27日  アイシーシーレミコン㈱代表取締役社長

  橋
はし

浦
うら

康
やす

友
とも

氏（金沢東ＲＣ）

  「地域に根ざしたコンクリートとは」

  8月  3日  交換学生　松
まつ

本
もと

諒
りょう

さん 「帰国報告」

  8月17日  休会

  8月24日  「ガバナー公式訪問」（DVDにて）

■ おめでとう（敬称略）

◎7月お誕生日祝

中村　和哉　7.  6 小池田　均　7.10

外山　正修　7.13 大島　淳光　7.19

藤弥　昌宏　7.22 気谷　源嗣　7.25

北　総一朗　7.26 寺村　篤毅　7.31

◎7月ご結婚記念日祝

白井　晃仁　7.  4 松本　　明　7.  7

本谷　裕二　7.  7

■ニコニコBox（敬称略）

小池田康秀…本日より1年間、会長を務めさせていただき

ます。微力ではありますが、金沢東RCのために1年

間頑張りますので、大島幹事共々よろしくお願いし

ます。また、各委員長におかれましては、このコロ

ナ感染状況の中、手探りの運営が続きますが、どう

か前向きに活動に取り組んでいただき、ご協力をお

願いします。

大島淳光…2020～2021年度金沢東ロータリークラブ幹

事を拝命しました大島淳光です。改めまして、1年間

社会奉仕・青少年奉仕委員長

井上　英一郎

　新型コロナの影響でビジネス、

プライベートを問わず制約のある

中で日々の生活を送らざるを得

ませんが、今感じることは「世の

中は思い通りにはならないが、思った通りにしかならな

い」ということです。

　これまで当たり前だった日常が一日も早く戻ることを

祈りながらも、一方では識者の方々によれば「アフターコ

ロナの時代もビフォアコロナに戻ることはない」という

ことが強調されているように思います。先の見えない時

代、答えの無い時代だからこそ、想像すること、意図する

ことが大切であり、主体性を持って生きていかなければ、

また手探りしながらでも変化に対応していかなければと

自分自身に言い聞かせているところであります。

　さて今年度、社会奉仕・青少年奉仕委員長を拝命致し

ました。役割としましては関連する4つの委員会の管掌

ということになるのかと思いますが、4つの委員会とは、

環境保全・人間尊重委員会（委員長：中村和哉さん）、地

域発展・奨学財団委員会（委員長：蟹瀬克さん）、ロー

ターアクト（委員長：木藤衣妃子さん）、インターアクト

（委員長：平野利康さん）であります。私自身はそのい

ずれも担当したことがありませんので、十分理解してい

るとは言えないのですが、それぞれに素晴らしい委員

長の方々が選ばれておりますので、大変心強く感じると

ともに、多分小生の出番はないのではないかと思ってお

ります。（笑）

　また、地区への出向者はと言いますと、インターアク

ト副委員長の南志郎さん、ローターアクト委員の木屋満

晶さんのお二人です。前年度より地区に出向してご活躍

頂いていますので、お二人には引き続き地区とのパイプ

役をお願いしまして、地区のことにも何かお役に立つこ

とが出来れば幸いであります。

　本年度小池田会長が掲げるスローガンは『不易流行』

ということであります。

　新年度は例年とは違う大変な中でのスタートとなり

ますが、ロータリーの活動の原点は「奉仕」であります

し、こうした逆境の中でこそロータリーの真髄とも言え

る奉仕ということが今まさに試されているのではなか

ろうかと思います。本当に必要なところへ必要な奉仕

が届くように、場合によってはゼロベースで物事を見直

しする、あるいは新たな手段を持って課題を解決出来る

よう試行錯誤してみたいと思います。奉仕を通じてより

良い未来へ変革出来るよう努めて参る所存であります。

　結びになりますが、コロナ禍で先の見えない船出とな

りキャプテンの小池田会長には難しい舵取りを要求さ

れる航海かもしれませんが、先日のクラブ協議会では

会長ご自身の意気込みをお聞かせ頂きましたし、メン

バーの皆さんのご期待に応えて頑張ってくれるものと

思います。漕ぎ手である我々一同も心を一つに合わせて

共にこの難局を乗り越えて何とか実りの有る一年にし

たいと思います。どうぞ一年間よろしくお願い致します。

職業奉仕委員長

能登　健太朗

　今年度、小池田会長のもと職業

奉仕委員長を務めることになりま

した能登健太朗です。

　新型コロナウイルスの感染拡大の状況下での委員会

活動に大変責任を感じておりますが、皆さまの健康を

最大限に考慮しながら、明るく前向きに取り組んで参り

ますので、どうかよろしくお願いいたします。

　さて、令和の時代、少子高齢化と人口減少、国の債務

残高など、国、地域、企業、個人の全てにおいて、かつて

ないほどの再編が起きていくと言われています。加えて

GAFAに代表されるデジタルプラットフォーマーが5G

インフラを使って業界なき市場再編を仕掛けてきます。

そんな中、新型コロナの世界的流行。アフターコロナの

景色は、価値観も含めて劇的に変化していくことと思い

ます。

　本年度小池田会長のテーマであります「不易流行」の

とおり、会員それぞれが職業を通じて社会に奉仕する

ことがロータリーの原点であることは不偏であります。

「四つのテスト」に示される職業奉仕の理念を頭に置

きながら、ピンチとチャンスは同時にやってくるものと

前向きにとらえ、変化をしっかりと捉え、一年間活動を

してまいりたいと思います。

　withコロナに対応しながら、安心安全を考慮し、メ

ンバー各位の職業奉仕の更なる意識の高揚と活動が充

実したものとなるよう、微力ながら精励して参ります。

一年間よろしくお願いいたします。


