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金沢東ロータリークラブ会報
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 「元気なロータリー
 　　－Cheerful Rotary Life－」

会長　半田  隆彦

　このたび金沢東ロータリークラ

ブ第56代の会長を仰せつかりまし

た。55年の歴史と伝統を誇る金沢

東ロータリークラブ、多くの諸先輩

が築かれた今日までの足跡を大切

にしながら、さらに新たな歴史を

積み重ねてまいりたいと思います。一層のご指導ご鞭撻

をお願い申し上げます。

　本年度RI会長は、アメリカ、オクラホマ州ノーマン

RC出身、弁護士のロン D・バートン氏です。RIテーマは

「ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を」 Engage 

Rotary  Change Lives です。

　34,000あるロータリークラブの奉仕活動は、規模や国

際性など実に多様ではあるが、この世界を良くしようと

いうロータリー精神、ロータリーの土台は全く変わってい

ない。ロータリーの中核的価値観である奉仕、親睦、多

様性、高潔性、リーダーシップこそがロータリアンとして

の我々を定義づけるものである。その上で入会した以上、

ロータリーを真に実践し、ロータリーの奉仕と価値観を

日々活かす決意をすることで、人々 の人生を真に豊かに

しようというインスピレーション、やる気、パワーが沸き、

自分自身の人生が一番豊かになるはずであるとの思いが

今年度のテーマに込められています。

　「実践」にあたる英文はEngageです。辞書を引くと、「積

極的に深くかかわる」とも出ています。「実践」より「積

極的に深くかかわる」と言ったほうが、日本語としては理

解し易いのではと思います。「実践」とは言うに易く、そ

れこそ実践するのは難しいものです。難しく考えることな

く、積極的にロータリーにかかわることが重要です。我

がクラブの「クラブ奉仕」「職業奉仕」「社会奉仕」「国際

奉仕」「新世代奉仕」活動に楽しく元気に参加することが、

より良い社会、地域、世界の実現にむけてロータリアン

の果たすべき役割に繋がっていくのではないでしょうか。

　このRI会長の方針を受け、第2610地区湯浅外志男ガ

バナーは、地区テーマとして「温故知新 ～ Review the 

Old and Acquire the New ～」をかかげ、

1. クラブを元気にしよう

2. 会員全員がリーダーシップを発揮できる環境づくり 

 を整えよう

3. 中核となる価値観を共有し、奉仕を実践しよう

4. IMを開催し、私たちの課題を確認しよう

5. 子供の未来を育もう

6. ロータリー財団に積極的に参加しよう

7. ロータリー米山記念奨学会への認識を高めよう

8. 地区大会にクラブ全員で参加しよう

以上を地区目標として提示されました。

　ロータリーには「He profits most who serves 

best」と「Service above self」いう二つの奉仕理念

があります。「He profits most who serves best」は

アーサー・フレデリック・シェルドンによって提唱された

ものであり、ロータリー運動の本質ともいうべき職業奉

仕の理念で、「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」

です。「Service above self」はチェスレー・ペリーによっ

て「他人のことを思い遣り、他人のために尽くすこと」だ

と定義されている社会奉仕、国際奉仕を含む人道的奉仕

活動の理念です。（田中 毅著「ロータリーの奉仕理念」よ

り抜粋）

　Serve、Service＝奉仕と訳されてきたわけですが、

外国語を日本語に訳すことは、それぞれの文化や価値観
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新任挨拶
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2013 〜 2014 年度 金沢東ロータリークラブ理事・役員・委員会構成

委員会 委員長 担当委員長 副委員長 委　　　　　員

クラブ奉仕 岩木　弘勝（理）

職業分類
会員選考 高桑　秀治（理） 山岸　敬秀 安達　　洋、松尾　久義、諸江　賢二、酒井　道行

会員増強 能登健太朗 宮本　亮一 浅田　久太、紙谷　一成、鈴木龍太郎、高岩　勝人

ロータリー情報 浅田　裕久 若林　智雄 不室　　昭、北川　義信、小池田康成

親　　睦 成島　和仁（理） 木藤衣妃子

朝倉　宏太、池　　盛孝、絹川　善隆、木屋　満晶、
黒野　友之、松本　健夫、中村　吉隆、成島　　孝、
谷村庄太郎、杖村　修司、土橋　二郎、臼井　紳一、
山田　秀一

出　　席
ニコニコ 本谷　裕二 田中　照人 平野　利康、勝浦　　務、白川ひとみ

プログラム 厚見　正充（理） 石野　一樹 橋本　好哲、根布　　寛、鈴木　宗幸、高屋喜久子

会　　報
広　　報
雑　　誌

水上　誠子（理） 北　総一朗 荒木　吉雄、笠間　史盛、並木　幹夫、澤木　範久

職業奉仕
（ロータリー･ボランティア）

田中　和彦（理） 前川　一雄 湊　　康久、我妻　博志、吉田　直也

社会奉仕
新世代

中田　吉則（理）

環境保全
人間尊重 太田　光尋 山崎　勝治 冨久尾佳枝、不破　幸夫、伊東茂外樹、小池田　均

地域発展
奨学財団 村田　　淳 金谷　道憲 岡田　直樹、山﨑　修二　

協同奉仕
（ローターアクト）

木村　道明 日根野幸子 向井　健夫、中川　　衛

協同奉仕
（インターアクト）

徳野与志一（理） 坂本　憲一 南　　昭武、宮本　秀夫、若松　道行

国際奉仕
（ロータリー友情交換）

松本　浩平（理）

国際青少年計画
世界社会奉仕 二木　克明 長沼　賢治 松木　浩一、西川　英治、山本　晴一

ロータリー財団
米山記念奨学会 和田　清聡（理） 大島　国雄 久田　欣一、金子　福夫、越原　悠三

会　長	 半田　隆彦（理）	 理　事（職業奉仕）	 田中　和彦　　　
副会長（会長エレクト）	 別川　　稔（理）	 理　事（社会奉仕）	 中田　吉則
副会長（クラブ奉仕・会長ノミニー）	 岩木　弘勝（理）	 理　事（国際奉仕）	 松本　浩平
幹　事	 鏑木　基由（理）	 理　事	 厚見　正充
副幹事	 竹松　俊一	 理　事	 水上　誠子
S A A 	 太田　有彦（理）	 理　事	 成島　和仁
副SAA	 井上英一郎	 理　事	 高桑　秀治
会　計	 高桑　幸一（理）	 理　事	 徳野与志一
監　査	 中島　秀雄	 理　事		 和田　清聡
直前会長	 米沢　　寛	 直前幹事	 小池田康秀

	 ＜地区委員＞	 パスト・ガバナー　松尾　久義	 ローターアクト委員	 木村　道明
	 	 　　　	 国際青少年交換委員	 中田　吉則
	 	 	 国際青少年交換委員	 竹松　俊一

（2013.7.1 より実施）



幹事　鏑木  基由

　この度、2013～2014年度の金沢

東ロータリークラブ幹事を努めさ

せて頂く事になりました鏑木基由

です。半田会長の下この一年は当ク

ラブの円滑な運営と発展の為、頑

張っていきたいと思います。

　ロータリー歴は12年ですが、ここ5年は海外や県外出張

が多く、メンバーの方々から大丈夫かと言われております

が、時間の作り方には自信がありますのでお任せ頂けれ

ばと思っております。

　しかし、ブランクもあり、メンバーの方々も鏑木とはど

んな人かと心配されているようなので、ご理解頂く為にも、

いつも考えている事を書かせてもらいます。

　私はいつも3つの漢字「損・得・儲」を頭に浮かべていま

す。「損」という字は「てへんに口を書いて貝」です。手も

出さず、口も出さず、貝になったら損をします。「得」とい

う字は「ぎょうにんべんに日一寸」と書きますが、日一日

ちょっと頑張ると得をします。「儲」という字は、信ずる者、

人の言う事を実行する者は儲かります。どうせやるなら人

一倍〈変わり者―それは明日必要とされる人材〉という風

に考え頑張りたいと思っております。

　そしてもう1つ。人間は「心配・怒り・不安」があると、ノ

ルアドレナリンを作ります。これは有毒で病気の元になり

ます。逆に気持ちよく感じればベーターエンドルフィンを

作ります。これはがん細胞を消滅させる事もあるそうです。

という事は人間は体の中に良い薬と悪い薬を作る工場を

持っているわけです。何があっても前向きによし、いける

という気持ちを持ち続ければ、そして悪いことがあっても

全て次の成功幸福の為と思い、プラス思考を実践してい

ます。

　55年の歴史と伝統を誇る金沢東ロータリークラブ。本

年度は、半田会長が掲げる「元気なロータリー　―

Cheerful Rotary Life―」をモットーとし、多くの諸先輩

が築かれた今日までの足跡を大切にしながら、さらに新

たなる歴史を積み重ねていくという半田会長の思いを、例

会や各委員会事業において感じて頂けるよう幹事として

一生懸命頑張っていきたいと思っております。

　最後に・・・連綿と続くロータリークラブの中では、先輩,

後輩の方々との出会いは砂塵の如きかもしれません。け

れど今無くして未来無く。そして今は再び巡りません。同

じロータリーマンとして歳月を過ごすなら、出来るだけ大

きな枠組の中で、心と身体に汗して共にロータリーの素晴

らしさを実感していきたいと思います。

　『ただ過ごした時間は単なる足跡。されど心と体で汗

をかき、過ごした時間は未来への貴重な蓄積』

　1年間どうぞよろしくお願い致します。

新旧会長バッジ交換
（6 月 24 日例会）

❖ 7 月 1 日（月）例会❖

■ソング
“君が代”
“奉仕の理想”

■本日の卓話
  7 月  1日 会長・幹事新任挨拶

■例会卓話予定
 7 月  8日 四大奉仕委員長新任挨拶
 臨時総会（決算・予算）
 7 月22日 中日新聞北陸本社　編集局長　澤

さ わ き

木範
のりひさ

久氏
（金沢東RC）

 「新聞よもやま話」
 7 月29日 前金沢能楽美術館　館長　藤

ふじしま

島秀
ひでたか

隆氏
 「加賀宝生をめぐる歴史秘話ヒストリア」

❖おめでとう（敬称略）
◎７月お誕生日祝

黒野　友之　7.  3 前川　一雄　7.  5
杖村　修司　7.  6 小池田　均　7.10
並木　幹夫　7.13 松尾　久義　7.24
北　総一朗　7.26 

◎７月ご結婚記念日祝
本谷　裕二　7.  7 勝浦　　務　7.16

■ニコニコBox（敬称略）
米沢…１年間、会員各位のご支援のお蔭で、無事、会長職を務

めることができました。心から御礼申し上げます。あり
がとうございました。

小池田康秀…１年間、ありがとうございました。皆様のお蔭で
幹事の職を無事、全う出来ました。感謝です。

浅田裕久…１年間周遊の豪華客船『米沢丸』が沢山の成果を上
げて帰港いたしました。米沢船長、小池田機関長、あり
がとうございました。そしてお疲れ様でした。

不室…米沢会長、小池田幹事、１年間、誠にご苦労様でした。
益々のご活躍をお祈りします。

高桑秀治…米沢会長、小池田幹事、１年間お疲れ様でした。
鈴木宗幸…米沢会長、小池田幹事、１年間ご苦労様でした。私

も今月をもちまして直前会長の任を終えます。ありがと
うございました。

松本浩平…米沢会長、小池田幹事、１年間大変お疲れ様でした。
石野…この度、娘の可南子が交換留学生として、７月からオー

ストラリアへ１年間行ってきます。「遊びに行くのでは
ないぞ！」と言っているのですが、本人は遊びに行く気
満々です。１年後には、皆様にしっかり報告できるよう成

長してほしいものです。ありがとうございます。
中田…石野可南子さんがオーストラリアでロータリー長期交換

学生として素晴らしい１年間を過ごせますようにお祈り
申し上げます。

立木…退会することになりました。大変お世話になりましてあ
りがとうございました。

山崎勝治…金沢東ＲＣグリーン会で優勝させていただきまし
た。同組の朝倉さん、平野さんには大変お世話になりま
した。また、優勝賞品とニアピンのお肉は美味しくいた
だきました。ありがとうございました。

杖村…初めてゴルフコンペに参加させていただきました。山岸
さん、徳野さん、澤木さんと本当に楽しくラウンドさせ
ていただき、ありがとうございました。また是非参加し
たいと思います。よろしくお願いいたします。

平野…先日のグリーン会でＢＢ賞、ニアピン賞をいただき、あ
りがとうございました。ＢＢ賞は実力ですが、ニアピン
賞は奇跡でした。

越原…誕生日祝をいただきまして、ありがとうございました。
お蔭様で健康で誕生日を迎えられましたことに感謝し
て。

谷村…誕生日に美味しいコーヒーのプレゼントをいただきまし
た。ありがとうございました。

徳野…無事、親睦委員長を務めることができました。会員皆
様のお蔭です。本当にありがとうございました。

冨久尾…１年間、ＳＡＡをさせていただき、大変良い勉強にな
りました。次回からはゆっくりと会食を楽しみたいと思
います。

高屋…今年度も毎回沢山のニコニコＢＯＸをありがとうござ
います。頼りない委員長を水上副委員長、村田委員、荒
木委員に助けていただき、メンバーフル出場で無事に終
えられます。ニコニコと深謝。

累計　1,624,270円

❖ 6 月 24 日（月）例会報告❖

■出席率報告
 6 月  3日 56 ／ 91　ホームクラブ　61.54％
 5 月27日 81 ／ 91　補正出席率　　89.01％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日　時：7月1日（月）　11:30 ～
場　所：金沢スカイホテル18F
出席予定者：黒野、成島孝、半田、鏑木、浅田、不室

◆交換学生カーリーさん送別会
日　時：7月7日（日）　18:00 ～
場　所：金沢スカイホテル17F「鳳凰」
会　費：5,000円

◆新旧理事役員会
日　時：7月8日（月）　11:30 ～
場　所：金沢スカイホテル18F

◆金沢8RC幹事会
日　時：7月10日（水）　18:30 ～
場　所：RISTORANTE AMORETTO
出席予定者：鏑木

◆ロータリー財団委員長会議
日　時：7月21日（日）　14:00 ～ 16:00
場　所：石川県地場産業振興センター　新館1F「コンベンションホール」
出席予定者：和田

〈 7月例会メニュー 〉
  1日 〈和食〉夏の山海の幸弁当
  8日 〈洋食〉夏を乗り切る、牛フィレ肉の網焼き 夏野菜のグリル添え
22日 〈和食〉特選夏御膳
29日 〈中華〉旬の夏野菜を取り入れて

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

が違うことに起因して、なかなかニュアンスが伝わらな

い場合があります。ロータリー活動の要諦である奉仕と

は何か。日本語でサービスというと、無償、特価奉仕品、

奉仕団等々が頭に浮かびます。また、サーブなら球技や

料理でも使っていますが、今一つ腹に落ちないものがあ

ります。

　と、思案しているときに、「評価と贈与の経済学」の中

で内田樹氏が次のように語っているのに出会いました。

《人の世話をすることを、自分が「持ち出し」でやっている、

その分「損をしている」というふうに考えるところに最

初のボタンの掛け違いがある。人のお世話をすることは、

かつて自分が贈与された贈り物を時間差をもってお返し

すること。反対給付義務の履行である。》そして、《「良き

パッサーたれ」というのが社会人の重要な条件だとぼく

は思う。とにかくパスを受けたら、ワンタッチで次へ回す。

パスを出さないで持っていると、次のパスは来ない。パス

（物やお金）をぐるぐる回すことが結果的に人間的な成熟

を可能にする。パスゲームにおける結果は、参加する個人

や集団の成長である。》

　ロータリーのすべての奉仕活動をこれで見事に説明で

きるのではないでしょうか。

　一年間、良きパッサーとなって、元気に積極的にロータ

リー活動に参加していきましょう。よろしくお願いします。

　今年度地区にパスト・ガバナーとして松尾久義氏、地

区委員として国際青少年交換委員に中田吉則氏、竹松俊

一氏、ローターアクト委員に木村道明氏が当クラブから

出向していただきます。皆様方のご支援をよろしくお願い

します。


