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Review the Old and Acquire the New」のもと、
ロータリーの長い歴史や文化をもう一度正面から見つ
めなおし、そこから新しいものを生み出していこう、と
いう強い呼びかけがありました。
　午後からは、学校法人立命館の名誉顧問である川本
氏による「21世紀社会をたくましく生き抜く若者の教育
について」という演題でご講演いただきました。長年教
育に携わってきた経験を、今を生きる21世紀の子供た
ちの教育に生かしていくという内容は、ロータリアンに
とって大変貴重な、学びの多い時間となったと言えるで
しょう。
　今年度の地区大会では金沢東RC並びに個人表彰を
下記の通りいただきました。
　最後になりましたが、今年度も多くの方々からの参加
を頂き、ありがとうございました。

◎クラブ表彰
◆ロータリー財団協力優秀クラブ賞(150$以上)

(2012.7.1〜2013.6.30)          
◆ロータリー米山記念奨学会2012-2013年度 
　寄付総額地区内第１位
◆ロータリー財団表彰(認証バナー) 2013年9月暫定報告
　・「100% 財団の友」クラブ
　・「毎年あなたも100ドルを」クラブ
　・1人当たりの年次寄付総額上位3クラブ

◎個人特別表彰
◆在籍40年且つ出席率100%ロータリアン

(2012.7.1〜2013.6.30)　　
　「浅田 裕久」
◆長寿ロータリアン(2012.7.1〜2013.6.30)
　「諸江 賢二」
◆感謝状
　石川第1分区A 「山岸 敬秀」 ※前年度ガバナー補佐

　10月5日(土)〜6日(日)の2日間、こまつドームにて国
際ロータリー 第2610地区 2013-2014年度地区大会
が開催されました。今年の地区大会のスローガン「人を
育み、未来を作るロータリー」のもと、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、セミナーでは高橋世織 東京工業大学世界文明セン
ター特任教授が、「日本文明を2万年単位で考える ― 
気候変動のプラス思考」という演題でご講演くださいま
した。文芸評論家であり日本映画大学の学部長も務め
るなど、幅広い見識を持つ高橋氏のお話は、これまでの
講演とは違った面白さのあるものでした。本会議では、
各委員会からの報告等の他に、米山学友ホームカミン
グで韓国から金沢へと来た白さんによるスピーチも行
われました。夜には、尹弘周RI会長代理夫妻をお招きし、
ゆのくに天祥にて歓迎夕食会が開かれました。
　2日目のオープニングアトラクションでは、小松市の
伝統文化の歌舞伎の演目「こまつ勧進帳連中」が、こま
つ邦楽教室の小・中学生と中海中学校、小松市立高校
邦楽部の編成によって披露されました。
　昨日からの引き続きの本会議(Ⅱ)では、湯浅ガバナー
と尹RI会長代理による挨拶と現況報告があり、湯浅ガ
バナーからは改めて今年度の地区方針の「温故知新 ― 
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国際ロータリー 第 2610 地区
2013-2014 地区大会に参加して

10月は職業奉仕・米山月間です
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❖ 10 月 28 日（月）例会❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
10月28日 金沢市教育委員会教育長　野

の ぐ ち

口　 弘
ひろし

氏
 「みんなで創る誇りあるまち
 　〜教育振興基本計画にかける想い〜」

■例会卓話予定
11月11日 富士ゼロックス北陸㈱
 代表取締役社長　成

なるしま

島　 孝
たかし

氏（金沢東RC）
 「市川團十郎・海老蔵の家」
11月18日 金沢青年会議所　理事長　藤

ふ じ や

弥昌
まさひろ

宏氏
 「2015年JCI世界会議金沢大会開催決定！
 　ー 金沢の魅力を世界へ発進 ー」
11月25日 一村産業㈱  代表取締役社長　石

い し い

井銀
ぎ ん じ ろ う

二郎氏
 「未定」
12月  2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」
12月  9日 年忘れ家族例会
12月16日 金沢東ローターアクトクラブ
 会長　館

たち

  謙
け ん た ろ う

太郎君
 「未定」
12月30日 休会

■おめでとう（敬称略）
◎９月年間皆出席祝

 25ヵ年 若林　智雄 14ヵ年 坂本　憲一
 12ヵ年 鏑木　基由 10ヵ年 田中　和彦
 4ヵ年 太田　有彦 2ヵ年 山崎　勝治

■ニコニコBox（敬称略）
村中（河北南RC）…今日は米山奨学生の王さんのために卓話の時間を

とっていただき、ありがとうございます。カウンセラーの岡田等、そ

して私　村中高次郎、本日3名がお世話になります。しかし、景色が
良いですね。

勝浦…先日はオータムジャンボ宝くじのご購入をありがとうございました。
当選番号表を準備いたしましたので、例会終了後お持ちください。
年末ジャンボは11月22日から発売になります。１等前後賞合わせて
7億円になりますので、よろしくお願いします。

北川…古稀一歩手前の誕生日を迎えることになりました。あー、あと何年
元気で居られるかなぁー？

松本浩平…誕生日のお祝いをいただきました。ありがとうございます。
小池田康秀…お誕生日のお祝いをありがとうございます。日々精進！健康

に気をつけて頑張ります。これからもよろしくお願いします。
中田…誕生日のプレゼントをありがとうございます。１年間の経つのが早

いです。
冨久尾…お誕生日のお祝いをありがとうございます。健康に感謝してニコ

ニコと！
紙谷…誕生日祝い、ありがとうございます。先週は妹が輪島に嫁に行きま

した。10月はめでたい！月になりました。
向井…お誕生日のお祝いをいただきました。ありがとうございます。同じ

誕生日の他の3メンバーに負けないよう、出席第一で頑張ります。
浅田裕久…夫婦円満とは云えませんが、お蔭様で48年間続いてまいりまし

た。ひとえに家内に感謝です。
半田…お蔭様で10月10日は36回目の結婚記念日でした。きれいなお花を

ありがとうございました。記念の食事はロータリーの東京研修旅行
に振替させていただきました。女房に感謝の日々です。

鈴木宗幸…結婚記念日のお祝いをいただきました。ありがとうございました。
厚見…明日が結婚記念日でした！気付かせていただきまして、ありがとう

ございました。
徳野…今年も無事、結婚記念日を迎えられました。心からニコニコと。
根布…結婚記念日のきれいなお花をありがとうございました。
木屋…結婚記念日のお花をいただき、ありがとうございました。

累計　338,550円

❖ 10 月 21 日（月）例会報告❖

■出席率報告
 9 月30日 65／94　ホームクラブ　69.15％
 9 月  9日 80／94　補正出席率　　85.11％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

◆歴代パスト会長懇談会
日　時：10月28日（月）　18:30〜
場　所：石亭
会　費：10,000円

◆10月親睦委員会
日　時：10月29日（火）　18:30〜
場　所：リストランテ・アマレット
会　費：6,000円

◆会員増強委員長会議
日　時：11月10日（日）　14:00〜16:00
場　所：ANAクラウンプラザホテル金沢　3Ｆ「瑞雲」
出席予定者：能登

◆金沢8RC合同幹事会
日　時：11月11日（月）　17:30〜
場　所：金沢エクセルホテル東急5Ｆ
出席予定者：鏑木

◆金沢8RC会長幹事懇親会
日　時：11月11日（月）　19:30〜
場　所：鏑木商舗
会　費：10,000円程度
出席予定者：半田、鏑木

◆グリーン会第２回ゴルフコンペ
日　時：11月16日（土）　7:42スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」

◆11月親睦委員会
日　時：11月26日（火）　18:30〜
場　所：みふく
会　費：8,000円

〈 10月例会メニュー 〉

28日 〈中華〉石川の秋をテーマに（加賀蓮根、五郎島金時、県産椎茸等）

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.


