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例会日：毎月曜日  12:30 ～ 13:30
例会場：金沢スカイホテル

会長：半　田　隆　彦
幹事：鏑　木　基　由
会報：水　上　誠　子
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金沢東ロータリークラブ会報
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　当日は半田会長エレクトをはじめ14名のメンバーに参

加していただきました。クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、

新世代奉仕、国際奉仕、R財団、米山記念奨学会につい

てしっかり勉強してまいりました。参加された金沢東

RCメンバーの皆様、お疲れ様でした。次年度も頑張りま

しょう。　　　　　　 （記 ：次年度幹事　鏑木基由）

社会奉仕・新世代委員長　中田 吉則

　本年度、社会奉仕・新世代委員長

を拝命致しました中田吉則です。一

年間どうぞよろしくお願い致します。

当委員会は今年も例年同様に次の

4つの委員会で活動致します。

　環境保全・人間尊重委員会(太田

光尋委員長)は、恒例となっており

ます「愛の献血活動」を今年も実

施させて頂きます。地域発展・奨学財団委員会(村田淳

委員長)は、金沢商業高等学校への図書の贈呈を始め、

社会で有意義な活動を行っている団体への助成を考え

ております。共同奉仕(木村道明委員長)はローターアク

ト活動の支援でありますが、近年のローターアクトメン

バーの会員数の減少に伴い積極的な活動が難しくなっ

てきております。ぜひ皆様方の企業からも若い社員の

方々に参加していただければ幸いです。最後に協同奉仕

(徳野与志一委員長)は金沢商業高等学校のインターアク

トクラブの支援をさせていただきます。

　ロータリークラブの活動の中でも対外的な活動をし

ている委員会ですので、社会貢献という意味で大変重要

な任務を与えられた委員会ですので、どうかこの一年間、

当委員会への絶大なるご支援とご協力をお願い申し上

げます。

　去る5月26日(日)、石川県こまつ芸術劇場うららに於

いて、地区協議会が開催されました。

　最初に中尾ガバナーの開会点鐘があり、ホストクラブ

の小松ロータリークラブの中川会長の開会のことば、そ

して中尾ガバナーから挨拶がありました。

　続いて湯浅ガバナー・エレクトより所信表明がありま

した。湯浅ガバナー・エレクトからはロンロバートンRI

会長のテーマである「ロータリーを実践し、みんなに豊

かな人生を（Engage Rotary, Change Lives）」に

ついての説明、そして2013-2014年度国際ロータリー

第2610地区運営方針「温故知新〜Review the Old 

and Acquire the New〜」の説明がありました。主旨

は、国際ロータリーは200を超す国と地域の参加により

構成されており、100年以上の歴史も有し、奉仕活動に

貢献してきたことを今改めて見直す時期にきているとい

うことでした。

　その後、西次期地区財務委員長より次年度の地区資

金収支予算案について説明があり、全体会議Ⅰは終了し

ました。

　全体会議に続いて、分科会（メインテーマ「ロータリー

の活性化と積極的な参加」）が開催されました。分科会

は四つに分かれて2時間行われ、その後全体会議Ⅱが開

かれ、最後は恒例の「手に手つないで」で地区協議会は

幕を閉じました。
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国際ロータリー第2610地区
2013～2014 年度のための地区協議会報告
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新任挨拶
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ENGAGE ROTARY　CHANGE LIVES　ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を

❖ 7 月 22 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」

■例会卓話予定
 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」
 8 月  5日 石川県中小企業団体中央会会長
 前金沢市長　山

や ま で

出　 保
たもつ

氏
 「２つの建物、２つの景観」
 8 月12日 休会
 8 月19日 石川第１分区Ａガバナー補佐　中

なかがわ

川哲
て つ じ

次氏
（金沢南RC）

 「ガバナー補佐訪問」
 8 月26日 夏の納涼例会（金沢国際ホテル）
 9 月  2日 国際ロータリー第2610地区ガバナー
 　湯

ゆ あ さ

浅外
と し お

志男氏（小松RC）
 「ガバナー公式訪問にあたり」
 9 月  9日 ㈱金沢名鉄丸越百貨店
 代表取締役社長　黒

く ろ の

野友
ともゆき

之氏（金沢東RC）
 「未定」

■ ニコニコ Box（敬称略）
岩木…本年度、副会長兼クラブ奉仕委員長をさせていただきます。半田会長

のもと「元気なロータリー」を目指してまいりますので、どうぞ１年間、
皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。

中田…社会奉仕・新世代委員長を拝命いたしました。精一杯お務めさせてい
ただきます。

松本浩平…本年度、国際奉仕委員長を務めます。よろしくお願いいたします。
杖村…誕生日のプレゼント、本当にありがとうございました。美味しいコー

ヒーを堪能しています。
北　…お祝をありがとうございます。

累計　79,300円

❖ 7 月 8 日（月）例会報告❖

■出席率報告
 6 月24日 54 ／ 91　ホームクラブ　59.34％
 6 月10日 82 ／ 91　補正出席率　　90.11％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

◆7月親睦委員会
日　時：7月23日（火）　18:30〜
場　所：ピッツェリア・サンカルロ
会　費：6,000円

◆ベルギー短期交換学生受入オリエンテーション
日　時：7月28日（日）　13:30〜14:30
場　所：石川県国際交流協会「第２研修室」
出席予定者：厚見

◆米山記念奨学会委員長研修会
日　時：8月10日（土）　14:00〜16:00
場　所：ANAクラウンプラザホテル金沢
　　　　19F「スカイバンケット　アストラル」
出席予定者：鏑木

◆ガバナー補佐訪問会長幹事懇談会
日　時：8月19日（月）　11:40〜12:10
場　所：金沢スカイホテル18F
出席予定者：会長・会長エレクト・幹事・副幹事

◆ガバナー補佐訪問クラブ協議会
日　時：8月19日（月）　13:40〜14:40
場　所：金沢スカイホテル18F
出席予定者：会長・会長エレクト・幹事・副幹事・会計・監査・
　　　　各委員長

〈 7月例会メニュー 〉
22日 〈和食〉特選夏御膳
29日 〈中華〉旬の夏野菜を取り入れて

8／12（月）例会は休会です

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

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

   
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.

新旧理事役員会報告（7月8日）
1．2012〜13決算・2013〜14予算の件…承認。臨時総会に諮る。
2．退会者の件…承認。

・立木法之会員…会社退職のため、6/17で退会
・竹内　靖会員…人事異動のため、6/17で退会
・若松道行会員…業務多忙のため、6/28で退会
・原　喜啓会員…一身上の都合により、6/30で退会

3．国際ロータリー第2610地区2013〜2014年度地区大会の件…承認。
・10月5日㈯〜6日㈰　こまつドーム
　11/7例会を振替とし、登録料11,000円の内
2,000円をクラブ補助とする。理事、役員、委員長、
新会員は登録義務とする。

4．ベルギー短期交換学生受入の件…承認。
・8月11日㈰〜18日㈰石川県受入
・厚見正充会員より受入希望があり、7/28受入オリエ
ンテーションに参加予定。

・ホスト家庭に過度な負担にならないよう国際奉仕委
員会がバックアップする。


