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クラブ奉仕委員長　別川　　稔

　クラブ奉仕委員会の役割は、メ

ンバー間に「友情と絆」を醸成深耕

して内なる結束をはかり、外に向

かってロータリーの理想である、

職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕活

動を実践するための原動力とする

ことだと思います。その活動は大

別すると三つのグループに分けることができます。各委

員長には以下のベテラン、若手の適任の方々が担当し、そ

の実現をはかっていきます。

1. 良い会員を選ぶための各委員会

• 職業分類・会員選考委員会 北川義信委員長

• 会員増強委員会　  木村道明委員長

2. 新会員及び会員の教育をするための委員会

• ロータリー情報委員会 浅田裕久委員長

3. ロータリーの目的に適った、そして楽しい例会や行事

を行うための各委員会

• 親睦委員会   徳野与志一委員長

• 出席・ニコニコ委員会  高屋喜久子委員長

• プログラム委員会   竹松俊一委員長

• 会報・広報・雑誌委員会 石野一樹委員長

　委員会の活動を通じて、会員同士が、より友情と絆を

深め、米沢会長のもと、「明るく、楽しく、美しい」クラブ

運営をスムーズに行い、ロータリークラブの活動のより一

層の活性化が図られるようにクラブ奉仕委員全員が協力

して頑張ります。一年間、皆様のご協力を宜しくお願いし

ます。

❖ 7 月 9 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  9日 臨時総会（決算・予算）
 4大奉仕委員長新任挨拶

■例会卓話予定
  7 月23日 金沢星稜大学人間科学部准教授　直

な お え

江学
ま な み

美氏
 「音楽としての『君が代』」
  7 月30日 交換学生　瀬

せ と

戸利
り え

之さん
 「帰国報告」
  8 月  6日 ㈱日本政策金融公庫
 中小企業事業統轄　永

な が た

田直
な お や

也氏
 「最近の中小企業の動き」
  8 月13日 休会
  8 月20日 米山奨学生　 劉

りゅう

　丹
たん

氏（野々市RC）
 「未定」
  8 月27日 夏の納涼例会
  9 月  3日 RI第2610地区ガバナー　中

な か お

尾哲
て つ お

雄氏
 「ガバナー公式訪問」

■ニコニコBox（敬称略）
米沢…新会員として、中村吉隆・紙谷一成・絹川善隆・白川ひとみさん

をお迎えしました。心より歓迎します。ご活躍をお祈りします。
小池田康秀…本日より1年間、幹事を務めさせていただきます。米沢

会長をお支えし、一生懸命頑張ります。どうかよろしくお願い
します。そして、本日は紙谷一成さん、中村吉隆さん、絹川善隆
さん、白川ひとみさんの入会を歓迎します。

半田…会長エレクトとして、米沢会長を補佐するとともに、1年間ロー
タリーの勉強をさせていただきます。

高桑秀治…米沢会長、小池田幹事の新しいスタートを祝して。
鈴木宗幸…前年度はメンバーの皆様にはお世話になりました。本日か

らの米沢会長、小池田幹事の門出をお祝いします。
松本浩平…米沢会長、率いられます55周年の金沢東RCがますます

「明るく　楽しく　美しい」クラブとなりますように。
紙谷…新会員です。今後ともよろしくお願いします。
絹川…本日より入会させていただきます。これよりロータリアンとし
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新任挨拶



奉仕を通じて平和を  Peace through Service

て奉仕が出来る様に努めて参りたいと思いますので、よろしく
お願いします。

中村…金沢東ロータリークラブに入会させていただき、ありがとうご
ざいます。

白川…本日、金沢東ロータリーに入会させていただきます。今後とも
よろしくお願いいたします。

我妻…紙谷さん、絹川さん、白川さん、ご入会おめでとうございます。
これからもよろしくお願いいたします。

宮本亮一…新会員に絹川善隆さんをお迎えいたしました。会社も近い
ですし、これから末長くお付き合いをお願いします。

不室…新会員の中村吉隆君と紙谷一成君のご入会を心から歓迎しま
す。会員の皆様、ご指導の程よろしくお願いいたします。

徳野…紙谷一成さんのご入会を心からお祝い申し上げます。また、今
年度、親睦委員長を拝命いたしました。楽しく歓談できる委員
会を目指します。皆さんで助けてください。よろしくお願いい
たします。

宮本亮一…新会員に白川ひとみさんをお迎えいたしました。これから
も末長くよろしくお願いします。

山崎勝治…JC時代の同期である絹川さんが入会することになり、大
変嬉しく思います。今後は一緒に金沢東ロータリーを盛り上げ
ていけるよう頑張りましょう。

高岩…白川さんを伝統ある金沢東ＲＣにお迎えすることが出来まし
て、大変嬉しく思います。数少ない女性会員ですので、皆さん、
優しくしてあげてください。

別川…新会員に中村吉隆さんを推薦させていただきました。明るく、
楽しいロータリーづくりに頑張っていただきたいと思います。

浅田…紙谷君、絹川君、中村君、白川君の新入会を心からお慶びし、
お迎えいたします。

伊東…紙谷一成さんの入会を心から歓迎いたします。
松本浩平…紙谷一成さん、絹川善隆さん、白川ひとみさんのご入会を

心から歓迎申し上げます。
竹松…紙谷さん、絹川さん、中村さん、白川さんのご入会を心から歓

迎して。新しいメンバーをお迎えするのは、いつも楽しみなも
のですね。

朝倉…テルメ金沢さんと協同で運営・管理しています健民海浜プール
のプール開きが昨日、無事に行われました。今年よりプール内
の食堂も我々で運営することになりました。暑い夏、お子様や
お孫様と一緒に遊びに来てください。お待ちしております。

冨久尾…ロータリーでSAAをさせていただく今月、無事「カーブス4
号店」をアルプラザ金沢にオープンすることになりました。健
康で仕事にロータリーに1年間、頑張ります！

小池田均…お誕生日祝のプレゼント、ありがとうございました。お蔭
様で54回目の誕生日を迎えることが出来ました。これからも
健康で頑張っていきたいと思います。

北　…誕生日のお祝をありがとうございました。
前川…誕生日のお祝をいただきました。祝っていただける仲間がいる

ことの幸せを感じています。ありがとうございました。
勝浦…お蔭様で、11年目の結婚記念日を迎えることになりました。先

日、「勝浦さんは愛妻家だね」と聞かれ、「いいえ、愛され家
です」と答えました。遠くから支えてくれる家族に感謝、感謝
です。

宮本亮一…結婚記念日にお花をいただきまして、ありがとうございま
す。お蔭様で妻との会話にも花が咲きました。

累計　98,000円

❖ 7 月 2 日（月）例会報告❖

■出席率報告
 6 月11日 55 ／ 86　ホームクラブ　63.95％
 6 月  4日 82 ／ 86　補正出席率　　95.35％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

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

R-O-T-A-R-Y
R-O-T-A-R-Y,

That  spells  Rotary,
R-O-T-A-R-Y,

is  known  on  land  and  sea;
From  North  to  South,  from  East  to  West,

He  profits  most  who  serves  the  best;
R-O-T-A-R-Y,

That  spells  Rotary.
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〈 7月例会メニュー 〉
 7月  9日 〈洋食〉旬の魚介と夏野菜のオリエンタル風
7月23日 〈中華〉イベリコ豚の『酢豚』＆鳳凰人気料理
7月30日 〈洋食〉夏を乗り切る牛フィレ肉のグリル

◆新旧理事役員会
日　時：7月9日（月） 11:30〜
場　所：金沢スカイホテル18F
出席予定者：新旧理事役員

◆親睦委員会
日　時：7月9日（月） 18:00〜
場　所：三幸
会　費：5,000円

◆7月親睦委員会
日　時：7月19日（木） 18:30〜
場　所：皇苑閣
会　費：6,000円

◆ロータリー財団・世界社会奉仕委員長合同会議
日　時：7月22日（日） 14:00〜16:00
場　所：富山電気ビルディング5F「中ホール」
出席予定者：高桑幸一

◆インターアクト協議会
日　時：7月22日（日） 10:40〜15:30
場　所：県立飯田高校
　　　　よしが浦温泉「ランプの宿」
会　費：1,000円（クラブ負担）
出席予定者：伊東

◆会員増強委員長会議
日　時：8月5日（日） 13:30〜16:00
場　所：富山電気ビルディング5F「中ホール」
出席予定者：木村


