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㈱ヒューマン代表取締役

白
しらかわ

川 ひとみ

　この度、伝統ある金沢東ロータ

リークラブに入会させていただく

事になりました白川ひとみと申し

ます。よろしくお願い致します。

　1971年奥能登で生まれました。

学卒後は大阪の輸入商社に勤務し、

雑貨全般の買い付け、卸、小売りを学ばせて頂きました。

その後25歳で初めて金沢の地を踏み、雑貨小売業とし

て独立開業させて頂きました。また、途中30歳にてご

縁を頂き、金沢青年会議所に入会し、9年間の活動の中

から大変多くの事を学ばせて頂きました。

　小売開業5年後にして「人材」という大きな壁にぶつ

かり、ようやく企業における「人材」の大切さに気付く

事ができました。そこから雑貨小売に加え、現在の営業

職、サービス業に特化した人材派遣を生業とし、本年度

より企業の国際化とコミュニケーションの問題を解決

する人材教育を開始し現在に至ります。

　私個人としましては、昨年より、先輩方のご指導の下、

ようやくゴルフデビューをさせて頂き楽しませて頂いて

おります。このように全てに於いてまだまだ未熟者では

ございますが、今回ロータリー入会に際しましてお許し

を頂いた皆様のご期待に添えますよう日々精進してい

く所存でございます。どうぞ宜しくお願い致します。

日本生命保険（相互）金沢支社長

中
なかむら

村 吉
よしたか

隆

　日本生命　金沢支社長の中村

吉隆です。この度、金沢東ロータ

リーに加入させていただくことに

なりました。何卒よろしくお願い

致します。

　愛知県一宮市の出身で、その後、

京都・大阪・東京・横浜を経て、今春、妻と子供2人（男2

人）を横浜に置き、単身赴任で金沢にまいりました。金

沢生活はまだ3カ月ほどですが、天気の移り変わりの速

さには戸惑いながらも、文化と自然の共生する金沢の

街を、とても気に入っております。もともと歴史好きで

もあり、休日には、名所を探索しつつ、金沢の街を散策

して回っております。

　ただ、雪のある暮らしというのは、これまでの人生の

中では初体験であり、皆様には、冬を過ごす生活の知恵

を、是非ともご教示いただければと思います。

　また、金沢に来て、下手なゴルフも再スタートしまし

た。金沢はゴルフ場も近く、環境的には最適かと思いま

すので、少しでも腕を上げたいと思っております。金沢

はゴルフが上手な方がとても多いとお聞きしております

ので、ひとつご指導のほど、よろしくお願いします。

　今回、初めてロータリーへ加入させていただきますが、

ロータリーを通じて、少しでも皆さん方と親交を深めさ

せていただき、金沢に貢献していきたいと思っておりま

すので、若輩者ですが、何卒よろしくお願い致します。
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入会挨拶

８月は会員増強月間です



奉仕を通じて平和を  Peace through Service

❖ 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

■例会卓話予定
  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）
 「世界最古の憲法〜動き出した改正〜」
  9 月24日 ㈱シグ・ワークショップ
 代表取締役社長　吉

よ し だ

田茂
し げ お

雄氏
 「ちょっとお洒落なデザイン鉄工所が作った
 　ドッグカート（犬用車いす）ものがたり」
10 月  1日 ヤマか水産㈱
 代表取締役社長　紙

かみたに

谷一
いっせい

成氏（金沢東RC）
 「未定」
10 月15日 金沢学院大学美術文化学部
 教授　山崎達文氏
 「未定」

■ニコニコBox（敬称略）
本田（野々市RC）…本日は米山カウンセラーとしてやって参り

ました。よろしくお願いします。
米沢…この度、金沢市より経済活動賞をいただくことになりま

した。今後も精進します。

不室…26カ年皆出席表彰をいただき、皆さんの友情と健康に
感謝します。

越原…24カ年皆出席顕彰をいただきました。これからもよろ
しくお願いします。

岩木…15ヵ年皆出席のお祝をいただきありがとうございまし
た。40歳の時に創立40周年を迎えた当クラブに入会さ
せていただき、50才の時に50周年を迎え、中島会長の
もとで幹事をさせていただきました。そして、本年、55
周年に入会15ヵ年を迎え、非常に計算しやすい入会で
逢ったと感じています。これからもご指導の程よろしく
お願いいたします。

松本浩平…5ヵ年皆出席のお祝をいただき、ありがとうござい
ます。これからもよろしくお願いいたします。

立木…皆出席のお祝をありがとうございます。これからも皆出
席を目指して頑張ります！ご指導をよろしくお願いしま
す。

徳野…皆出席のご褒美をいただきました。これからも続けた
いですね。気持ち良く、ニコニコと…

累計　267,550円

❖ 8 月 20 日（月）例会報告❖

■出席率報告
 7 月30日 52 ／ 89　ホームクラブ　58.43％
 7 月23日 82 ／ 89　補正出席率　　92.13％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員3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

〈 9月例会メニュー 〉
 9月  3日 〈和食〉そろそろ秋の便りを
   　　　　松花堂弁当「秋来ぬと」 
9月10日 〈洋食〉仲秋に先駆けて
   　　　　フォアグラ入り月見ハンバーグ
9月24日 〈中華〉秋のスタンダード
   　　　　銀杏、きのこ、秋味を使って

◆夏の納涼例会
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

◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日　時：9月10日（月） 11:30〜12:30
場　所：金沢スカイホテル18F
出席予定者：澤木、杖村、浅田、米沢、小池田康秀、根布、久内

◆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」

◆指導者育成セミナー・地区大会本会議Ⅰ
日　時：11月10日（土） 13:00〜14:50
場　所：富山国際会議場
出席予定者：松尾、山岸、米沢、小池田康秀、半田、
　　　　田中和彦、吉田

◆国際ロータリー第2610地区 2012-2013地区大会
日　時：11月11日（日）
　　　　　13:00〜17:40　本会議
　　　　　18:00〜19:30　大懇親会
場　所：富山国際会議場
　　　　ANAクラウンプラザホテル富山
登録料：11,000円（内2千円はクラブ負担）

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

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.


