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　11月10日（土）～11日（日）の2日間、富山国際会議場
にて国際ロータリー第2610地区2012－2013年度地区大
会が開催されました。今年の地区大会スローガン「たし
かな愛を！考えよう明日のロータリー」のもと、RI会長代
理の中村靖治様をお迎えし、たくさんのロータリアンが
集う中、幕が開きました。
　1日目は、指導者育成セミナーと本会議（Ⅰ）が開催さ
れ、セミナーでは蒲島郁夫熊本県知事が「人生は夢」とい
う演題で講演されました。①人生の可能性は無限大②逆
境の中に夢がある③夢に向って一歩踏み出すことが大切
④120％の努力で演じて期待に応える…異色の経歴を持
つ蒲島知事ならではの人生哲学でした。本会議では金沢
東RCが栄誉あるクラブ表彰（ロータリー財団累積30万
＄達成クラブ、ロータリー米山記念奨学会2011－2012年
度寄付総合4位）を受け、米沢会長が登壇されました。夜
にはRI会長代理夫妻歓迎夕食会が開かれ、山岸ガバナー
補佐と米沢会長が出席されました。
　2日目も引き続き本会議（Ⅱ）が開催され、中尾ガ
バナーと中村RI会長代理による挨拶と現況報告があ
り、中尾ガバナーからは改めて今年度の地区方針の
「Think,Change and Love Rotary」のもと、ロータ
リーを考え、そして変えるべきことは変えていくという強
い決意表明がありました。また、「在籍30年且つ出席率

100％のロータリアン」として和田清聡会員、「長寿ロー
タリアン満85歳以上」として長田稔会員が個人表彰を受
けられました。本当におめでとうございます。記念講演は
「みんなのために」と題して、伊那食品工業株式会社代
表取締役会長　塚越寛氏が講演されました。「『みんな
のために』なるために人間の営みがある」「会社の成長
は売り上げを伸ばすことではない」「幸せはいつも末広
がりの状態であり、急成長は絶対に良くない」…どの言葉
にも大変重みがあり、共感させられっぱなしでした。独
特の経営理念の下、ロータリーと同じ奉仕の心、地域の
為、世の中の為に会社があるということを身をもって実
践されておられ、地区大会に相応しいお話でした。本会
議（Ⅱ）が閉会後、隣のANAクラウンプラザホテル富山
にて、大懇親会が行われ、地元富山の食材を使った美味
しいお料理が振舞われました。個人的には寒ブリの塩焼
きがとても美味しかったです。
　最後になりましたが、今回、富山での開催にもかかわら
ず交換学生のカーリーさんをはじめ、当クラブからも多
くの方々にご参加いただき、心から感謝申し上げます。ま
た、当クラブがスポンサーをしておりますローターアクト、
インターアクトメンバーの皆さん、お疲れ様でした。
　そして、今回主管の富山大手町RCの皆様、大変お世話
になりました。ありがとうございます。

（記　幹事：小池田康秀）
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国際ロータリー第2610地区大会に参加して

11 月理事役員会報告（11月19日）

１．金沢8RC幹事会報告
・金沢8RC新年合同例会の件…
　　　　　　　　　1/9（水）18:30～　ホテル日航金沢

前年繰越金について百万石RCの積立金を併せ、被災
地への寄付をする予定。寄付の主旨について、百万石
RC会長より説明および後日使途を報告。

・日台ロータリー親善会議の件…
2016年の第5回大会を金沢市誘致の提案があり、金沢
西RCにホストの打診があったが断る意向

2．退会者の件…承認。
・松本巖夫会員…一身上の都合により、11/14付で退会。

3．2013〜2014年度理事・役員の件（原案参照）
・原案通り、承認。12/3年次総会へ諮る。

4．次年度交換学生の件
・2名派遣するので、2名受入になる予定



奉仕を通じて平和を  Peace through Service

❖ 11 月 26 日（月）例会❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
11月26日 ㈱北國銀行　常務取締役　杖

つえむら

村修
しゅうじ

司氏
 （金沢東RC）
 「北國本店ビル（仮称）新築及び本店の移転について」

■例会卓話予定
12月  3日 ㈱福光屋　常務取締役　松

ま つ い

井圭
けいぞう

三氏
 「清酒の醗酵技術を応用した新事業展開」
12月10日 年忘れ家族会（18:30～ 金沢スカイホテル）

12月17日 芳珠記念病院　副院長　多
た が

賀千
かずゆき

之氏
 「ボケてからも可愛がられる法」
12月31日 休会
 1 月  9日 金沢8RC新年合同例会
 （18:30～ ホテル日航金沢　1/7は休会）

■ おめでとう（敬称略）
◎ 10 月年間皆出席祝

40 ヵ年　浅田　裕久  38 ヵ年　松尾　久義
23 ヵ年　中島　秀雄  23 ヵ年　鈴木　宗幸
18 ヵ年　松木　浩一  16 ヵ年　二木　克明

■ニコニコBox（敬称略）
竹松…本日は卓話の講師に入会間もない絹川会員をお招きいたしました。今のところ

ロータリーでは大人しくしていますが、見た目よりずっと個性的な人物です。卓
話を楽しみにしています。

長田…先日の地区大会にて、長寿の表彰をいただきありがとうございました。この上
は、もう暫く仲間に入れさせていただきます。

中田…昨日、家内の父が金沢市より泉鏡花金沢市民文学賞をいただきました。趣味の
俳句で出版した本が対象なのですが、身内もびっくりでした。

不破…この度、9日間の日程にて「ミラノ日本いしかわ2012」に参加しました。俳句
「金沢の四季」を展示し、多くのイタリヤ人に見ていただきました。

勝浦…11月26日から年末ジャンボ宝くじが発売になります。１等前後賞合わせて6億
円。全国で最大68名の方が6億円を手にすることになります。12月3日に「幸
運の女神」とともに販売会を行いますので、今年最後の夢を是非ともご購入お
願いします。

村田…前回の例会で、誕生日お祝をいただきました。ありがとうございました。ニコ
ニコと…

鈴木龍太郎…50歳。節目の誕生日を迎え、気持ちを新たに立志と禁煙をしようと思
いましたが、忘れてしまいました。あまり肩肘張らずに今まで通りやっていき
ます。プレゼントをありがとうございました。

土橋…最近、月曜日に所用が多く、だいぶサボってしまいました。しかも、その間に誕
生日のお祝いを頂戴してしまい、ありがとうございました。これからは、きち
んと出席するぞとの思いを込めて、ニコニコと。

二木…誕生日祝をいただきました。若手の一人として、これからも頑張ります。52才
です。

伊東…結婚記念のお祝のお花をありがとうございます。34回目です。頑張って続いて
います。

向井…結婚記念日のお花をいただきました。ありがとうございます。3人の子供も徐々
に巣立ちをし、今は1人だけ同居ですが、これも来年の春まで。来年の結婚記
念日は2人で迎えることになりそうです。ニコニコと。

累計　596,520円

❖ 11 月 11 日（月）例会報告❖

“国際ロータリー第2610地区大会”

■出席率報告
10月29日 58 ／ 94　ホームクラブ　61.70％
10月15日 89 ／ 94　補正出席率　　94.68％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員3名）

❖ 11 月 19 日（月）例会報告❖

■出席率報告
11月  5日 58 ／ 94　ホームクラブ　61.70％
10月29日 83 ／ 94　補正出席率　　88.30％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員3名）

〈 11月例会メニュー 〉
11月26日 〈中華〉久しぶりの麻婆豆腐と加賀蓮根と海老のフリッターなど

◆11月親睦委員会
日　時：11月26日（月） 18:30～
場　所：ビストロ・シャレ
会　費：7,000円

◆会員増強委員長会議
日　時：12月2日（日） 13:30～16:00
場　所：石川県地場産業振興センター「第6研修室」
出席予定者：木村道明

◆社会奉仕委員長会議
日　時：12月2日（日） 14:00～16:00
場　所：石川県地場産業振興センター　本館3F「第5研修室」
出席予定者：田中和彦

◆グリーン会第2回ゴルフコンペ
日　時：12月8日（土） 9:06スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」

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

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

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.

世界社会奉仕委員会では、金沢市在住留学生にこの年の瀬に
ささやかでも支援の手を差し伸べたいと計画し、会員宅に届
けられるお歳暮商品や家庭に眠っている生活用品の一部（生
物はご遠慮下さい）をご提供下さいます様お願いいたします。

　　持込日時：12月17日（月）　11:30～12:30
　　持込場所：金沢スカイホテル「例会場」受付まで

留学生支援のお願い

書き損じハガキ回収にご協力下さい。

　年内の例会は12/17例会で終了し、新年は1/9 金
沢８RC新年合同例会（ホテル日航金沢）、通常例会
は1/21例会からとなります。
※12/31、1/7は休会です。

11月はロータリー財団月間です


