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職業奉仕委員長　鈴木龍太郎

　本年度、職業奉仕委員長を努め

させていただくことになりました鈴

木龍太郎です。

 　ロータリアン３年目という若輩

者であり、しかも4大奉仕委員長の

一人というご要請に戸惑いもありま

したが、金沢東ロータリーへの貢献と自身のロータリー活

動に対する理解をより深めるためにお引き受けさせてい

ただきました。また金沢に着任し、多くの方々のお世話に

なりながら今日がありますが、自分自身が特に軸足をおい

ている金沢東ロータリーの皆様のお役に立つことが恩返

しであるとも考えております。

　これから職業奉仕活動についての勉強が始まります

が、職業奉仕を通じてロータリアンは全ての取引におけ

る高い倫理基準を守り、これを推進し、あらゆる有用な仕

事の価値を認め、自己の職業上の専門知識や技能を社会

の問題やニーズに役立てるように期待されているという

こと、また「四つのテスト」についても今まで字面を追っ

て唱えていただけでしたが、倫理的指針として策定され、

ロータリアンが倫理的行動を測る上での重要な尺度とし

て用いられていることも初めて知りました。

　今までの活動が上辺だけであったことを反省し、この機

会にロータリー精神の原点に踏み込みながら、今後の活

動をより充実させていく所存です。

　最後にお願いですが、皆様のご支援、ご指導を頂きなが

らの活動になると思われますので1年間、何卒、宜しくお

願い申し上げます。

金沢東ロータリークラブ
会長　米沢　寛様

新年度にあたり、貴クラブのますますのご発展と会員皆
様のご健勝をお祈り申しあげますとともに、今後ともご指
導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申しあげます。

東京東ロータリークラブ
会長　富田康義
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新任挨拶
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姉妹クラブの東京東RCより祝電

新旧理事役員会報告（7月9日）

1．2011〜12決算・2012〜13予算の件…原案通り、承認。
　　臨時総会へ諮る。
2．退会者の件…承認。

・宮野　敬会員…会社退職のため、6/25付で退会
・高橋　優会員…人事異動のため、6/25付で退会

2．新会員の件…承認。全会員へ通知。

・木
き や

屋満
みつまさ

晶氏･･･㈱シーピーユー事業部長
  （職業分類：ソフトウェア販売を新設　推薦：松尾久義、木村道明）

・土
つちはし

橋二
じ ろ う

郎氏･･･㈱日本政策投資銀行北陸支店長
  （職業分類：開発銀行　推薦：浅田裕久、竹松俊一）

・杖
つえむら

村修
しゅうじ

司氏･･･㈱北國銀行常務取締役
  （職業分類：地方銀行　推薦：米沢　寛、中島秀雄）

・山
や ま だ

田秀
しゅういち

一氏･･･東京海上日動火災保険㈱金沢支店長
  （職業分類：損害保険　推薦：徳野与志一、竹松俊一）

4．2013〜2014派遣交換学生の件…承認。

・二
ふたつぎ

木あずみさん･･･金沢泉丘高校1年生
　　　　　　　　　（二木克明会員ご息女）
・石

い し の

野可
か な こ

奈子さん･･･金沢錦丘高校1年生
　　　　　　　　　（石野一樹会員ご息女）

5．国際ロータリー第2610地区2012-2013地区大会の件
・11月10日㈯〜11日㈰　富山国際会議場・ANAク

ラウンプラザホテル富山
　11/12例会を振替とし、登録料11,000円の内

2,000円はクラブ補助とする。理事、役員、委員長、
入会2年未満の新会員は登録義務とする。

6．その他
・職業奉仕研修旅行･･･10/16㈫〜17㈬ 滋賀・京都方面
・ローターアクト会員増強を図る。



奉仕を通じて平和を  Peace through Service

❖ 7 月 23 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
  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』」

■例会卓話予定
  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）
 「日本で感じたこと、学んだこと」
  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」
  9 月10日 参議院議員　岡

お か だ

田直
な お き

樹氏（金沢東RC）
 「未定」

■ニコニコBox（敬称略）
米沢…金沢東ローターアクトクラブ会長　舘さん、幹事　杉野さんを

お迎えしました。今年度のご活躍をお祈りします。応援します。
小池田康秀…金沢東ローターアクトクラブの新年度の舘会長、杉野幹

事のご出席を歓迎します。1年間頑張ってください。
松本浩平…舘会長はじめ2012－2013年度の金沢東ローターアクトク

ラブの益々のご盛会、ご活躍をお祈り申し上げます。
勝浦…本日よりサマージャンボが発売になりました。1等は過去最高

の4億円です。先のドリームジャンボでは、当店から久し振りに
1等が出ました。私のイニシャルの効果が既に出ています。例
会終了後、臨時販売をいたしますので、ぜひお買い求めの程よ
ろしくお願いします。

別川…今年度、クラブ奉仕委員長を拝命しました。不慣れな委員長で
申し訳ありませんが、各委員会はベテラン、元気な若手とバラ
ンスよく構成し、助けていただきます。1年間、一所懸命に頑張
りますので、よろしくお願いします。

厚見…国際奉仕委員長として1年間、よろしくお願いいたします。
石野…特に隠していたわけではないのですが、今年度、石川県のＰＴ

Ａ会長をさせていただいております。県の教育のために頑張
りますので、よろしくお願いします。また、8／4（土）に被災地
の名取の子供たち100人によるミュージカルを企画しており
ます。チケットご購入、ご協賛いただける方、ぜひよろしくお願
いいたします。

北川…この度、紙谷一成君を推薦、入会させていただきました。よろ
しくお願いします。

石野…この度、入会されました紙谷さん、絹川さん、白川さん、おめで
とうございます。首を長くしてお待ちしておりました。これか
らもよろしくお願いいたします。

松尾…今年の誕生祝をいただきました。24日で87歳になります。未
だ暫く会員として、お付き合いください。

累計　127,500円

❖ 7 月 9 日（月）例会報告❖

■出席率報告
 6 月25日 57 ／ 86　ホームクラブ　66.28％
 6 月11日 80 ／ 86　補正出席率　　93.02％
　　　　　　　　　　　　　（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

〈 7月例会メニュー 〉
 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

◆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

◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日　時：8月6日（月） 11:30〜12:30
場　所：金沢スカイホテル18F

◆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：富山電気ビルディング4F「光の間」
出席予定者：高桑幸一

◆インターアクト年次大会
日　時：8月26日（日） 9:30〜15:00
場　所：小松大谷高校
会　費：3,000円（クラブ負担）
出席予定者：伊東

◆夏の納涼大会
日　時：8月27日（月） 18:30〜
場　所：金沢国際ホテル「N36.5」プールサイド
会　費：会員･･･8,000円　配偶者･･･6,000円
※8/27（月）昼の例会はありません。

◆ガバナー公式訪問会長幹事懇談会
日　時：9月3日（月） 11:30〜12:00
場　所：金沢スカイホテル18F
出席予定者：山岸、米沢、半田、小池田康秀、鏑木

◆グリーン会ゴルフコンペ
日　時：9月29日（土） 10:37スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」8／13（月）は休会です

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

   
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.


