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 「明るく  楽しく  わいわいと」

会長　別川  　稔

　この度、伝統ある金沢東ロータ

リークラブ第57代会長を仰せつ

かりました。永い歴史と輝かしい

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、更

に新たな歴史を積み重ねてまいり

たいと思います。一層のご指導をお願い申し上げます。

　本年度RI会長は、台湾の台北市出身で企業経営者

のゲイリー C.K.ホァン氏です。2014-2015年度RIテー

マは「ロータリーに輝きを 〜 Light Up Rotary 〜」で、

その趣旨は、次の3点です。

①クラブは価値ある奉仕をし、地域社会でロータリー

の存在感を高めて、“ロータリーに輝き”をもたらし

て欲しい。

②“ロータリーデー”を地域で開催してロータリーを知っ

てもらい、公共イメージを高め、入会候補者を惹き

つけて会員増強を行い、会員数を世界で130万人の

目標を達成して、“ロータリーに輝き”をもたらして

欲しい。

③基金の寄付を促して、あと少しとなったポリオの撲

滅を目指し、“ロータリーに輝き”をもたらして欲しい。

　RI会長の考えは、34,000を超える地域社会でクラ

ブを強化し、「ロータリーが輝け」ば、ロータリーの奉

仕で「世界に輝き(平和)を」もたらすことができると

の強い思いです。

　このRI会長の方針を受け、第2610地区永田義邦ガ

バナー (高岡RC)は、地区テーマとして「ふるさとを育

み世界の平和へ〜 Foster Our Community, Build 

World Peace 〜」を掲げ、2014 〜15年度 地区目標

として

①ホァンRI会長が提唱する“ロータリーデー”を開催し、

ロータリーに輝きをもたらそう

②新幹線時代とロータリーの奉仕を考えよう

③次世代を担う青少年を育成しよう

④クラブを活性化し、公共イメージを高め、会員増強

に繋げよう

⑤ロータリー財団への理解を深め、補助金制度【地区

財団活動資金(DDF)】を価値ある事業に活用しよう

⑥ロータリー米山記念奨学会事業を理解し、世界につ

ながる若者を育てよう

⑦日台ロータリー親善会議の推進に寄与しよう

以上を提示されました。

「ロータリーの存在意義は何だろうか?」

　「ロータリーの目的」には、「意義ある事業の基礎と

して奉仕の理念を奨励し、これを育むこと」とありま

す。「奉仕の理想の実践」が無ければ「存在意義」はあ

りません。しかし、それを大上段に掲げるだけでは「理

想」が重たすぎて、なかなか仲間意識は高まらず、会

員増強には至らない恐れがあります。その結果、「ロー

タリーに輝きを」という理念の実現が却って遠のくこ

とを危惧します。

　私は入会してから17年経ちますが、会長を仰せつかっ

てから、「何故、ロータリーに入っているのか?」と自

問自答を繰り返してきました。「毎週一回、昼めしを食

べるだけの会」ではないことは確かです。多くの方々と
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新任挨拶
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2014 〜 2015 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 田中　和彦（理）

職業分類
会員選考 山﨑　修二 和田　清聡 北川　義信、諸江　賢二

会員増強 太田　有彦 木村　道明 橋本　好哲、湊　　康久、太田　光尋、白川ひとみ

ロータリー情報 山岸　敬秀（理） 大島　国雄 安達　　洋、小池田康成、若林　智雄

親　　睦 小池田康秀（理） 成島　和仁
粟田　真人、忠田　秀敏、本田　哲哉、石野　一樹、
木屋　満晶、中島　淳一、中島　賢一、中村　吉隆、
成島　　孝、大倉　　彰、澤木　範久、山田　秀一

出　　席
ニコニコ 向井　健夫 山崎　勝治 金谷　道憲、北　総一朗、村田　　淳

プログラム 浅田　久太 二木　克明 小池田　均、山本　晴一、米沢　　寛

会　　報
広　　報
雑　　誌

松本　浩平（理） 朝倉　宏太 不破　幸夫、南　　昭武、高岩　勝人

職業奉仕
（ロータリー･ボランティア）

厚見　正充（理） 宮本　亮一 日根野幸子、木藤衣妃子、越原　悠三

社会奉仕
新世代

徳野与志一（理）

環境保全
人間尊重 黒野　友之 根布　　寛 金子　福夫、水上　誠子、本谷　裕二、西川　英治

地域発展
奨学財団 杖村　修司 荒木　吉雄 久田　欣一、岡田　直樹　

協同奉仕
（ローターアクト）

高屋喜久子（理） 酒井　道行 笠間　史盛

協同奉仕
（インターアクト）

谷村庄太郎 平野　利康 不室　　昭、並木　幹夫

国際奉仕
（ロータリー友情交換）

冨久尾佳枝（理）

国際青少年計画
世界社会奉仕 松本　健夫 絹川　善隆 中川　　衛、鈴木　宗幸、我妻　博志

ロータリー財団
米山記念奨学会 中田　吉則（理） 松木　浩一 宮本　秀夫、坂本　憲一

姉妹クラブ友好 浅田　裕久（理） 高桑　秀治 高桑　幸一（兼）、山岸　敬秀（兼）

会　長	 別川　　稔（理）	 理　事（職業奉仕）	 厚見　正充　　　
副会長（会長エレクト）	 岩木　弘勝（理）	 理　事（社会奉仕）	 徳野与志一
副会長（クラブ奉仕・会長ノミニー）	 田中　和彦（理）	 理　事（国際奉仕）	 冨久尾佳枝
幹　事	 竹松　俊一（理）	 理　事（友　　好）	 浅田　裕久
副幹事	 能登健太朗	 理　事	 小池田康秀
S A A 	 井上英一郎（理）	 理　事	 松本　浩平
副SAA	 紙谷　一成	 理　事	 中田　吉則
会　計	 高桑　幸一（理）	 理　事	 高屋喜久子
監　査	 中島　秀雄	 理　事		 山岸　敬秀
直前会長	 半田　隆彦	 直前幹事	 鏑木　基由

	 ＜地区委員＞	 地区ローターアクト委員長　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

（2014.7.1 より実施）
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幹事　竹松  俊一

　2014-15年度の幹事を拝命し、

その責任の重さに身が引き締まる

思いです。国際ロータリーの『ク

ラブ幹事要覧』には、幹事の主な

責務は「クラブの効果的な運営を

支えること」と規定されています。

具体的には、クラブ会長を支え、委員会の活動状況を把

握し、クラブ内の連絡と調整にあたることが幹事の役

割と考えます。浅学菲才の身ではありますが、敬愛する

別川稔会長をしっかりサポートし、金沢東ロータリーク

ラブの円滑な運営と発展につとめたいと存じます。

　かつて父が当クラブに所属していたおかげで、私は

学生時代、ロータリー交換学生として米国やベルギー

に留学する機会を得ました。多感な少年期に家族と離

れ、言葉の通じない未知の国で暮らした経験が、私の

人格形成にどれだけ影響を与えたかは計り知れません。

私だけでなく、三人の子ども、妹と弟、妻と義弟も留学

させていただきました。考えてみれば、わが家はロータ

リー活動の恩恵を最大限に享受してきた家族かも知れ

ません。この一年はご恩返しのつもりで幹事の職務に

精励するつもりです。

　来年一月、当クラブは金沢8RC新年合同例会を主

管します。新年を飾る恒例の一大行事を親睦委員会や

SAAと協力して企画・実施いたします。また、四月には

姉妹クラブである東京東ロータリークラブの創立60

周年記念式典が開催されます。姉妹クラブ友好委員

会、職業奉仕委員会と連携し、職場視察を兼ねた参加

ツアーを実施いたします。大勢で楽しく参加し、東京東

ロータリークラブとの友情を深めたいと思います。

　本年度、別川会長は「明るく、楽しく、わいわいと」と

いう運営方針を掲げられました。この端的なフレーズ

の根底には、会員同士の友情やクラブとしてのまとま

りがあってこそ奉仕活動への意欲が醸成されるという

考え方があります。当クラブには、在籍歴の長短を問わ

ず、大らかな雰囲気の中で、全員が和気藹々と友情を深

め合う、素晴らしい伝統が息づいています。別川会長の

思いとクラブのよき伝統を深く胸に刻み、多くの会員の

方々が明るく楽しくわいわいとロータリー活動ができる

よう、幹事として努力いたします。

　至らぬ点も多いでしょうが、そこはロータリーの友情

に免じてご寛恕いただき、皆様のご指導とご協力を賜

りたいと願っております。一年間、どうぞよろしくお願

いいたします。

❖ 7 月 7 日（月）例会 ❖

■ソング
“君が代”
“奉仕の理想”

■本日の卓話
 7月  7日 会長・幹事新任挨拶

■例会卓話予定
 7月14日 四大奉仕委員長　新任挨拶
  臨時総会（決算・予算）
 7月28日 交換学生　石野可南子さん
  「交換留学帰国報告」
 8月  4日 未定
 8月11日 休会
 8月18日 交換学生　二木あずみさん
  「交換留学帰国報告」
 8月25日 夏の納涼例会（国際ホテル）

❖おめでとう（敬称略）
◎７月お誕生日祝

黒野　友之　7.  3 杖村　修司　7.  6
粟田　真人　7.  8 小池田　均　7.10
並木　幹夫　7.13 北　総一朗　7.26 

◎７月ご結婚記念日祝
本谷　裕二　7.  7

■ニコニコBox（敬称略）
半田…本年度、「元気なロータリー」をスローガンに1年間会長

職を務めさせていただきました。支えていただいた全
会員の皆様に御礼を申し上げます。ニコニコと…

鏑木…1年間、ありがとうございます。皆様の友情で無事、役目
を終えることが出来ました。また、フーテンのカブに戻
り、全国に仕事を求め、旅に出ます。

鈴木宗幸…半田会長、鏑木幹事、1年間ご苦労様でした。
別川…半田会長、鏑木幹事、1年間ご苦労様でした。心配ばか

りでしょうが、次年度を一所懸命に努めさせていただき
ます。

岩木…今年度は副会長、クラブ奉仕委員長として皆様に大変
お世話になりまして、誠にありがとうございました。ま
た、角担当委員長をはじめ委員の皆様には、1年間ご尽
力くださいまして、心より厚く御礼申し上げます。

太田有彦…1年間、SAAをさせていただき、本当に良い経験に
なりました。皆様のご協力のお蔭で無事、1年間務める
ことが出来ました。本当にありがとうございました。来
季は会員増強委員長、より一層のご協力をお願いいた
します。

別川…親睦委員の皆様、ご苦労様でした。金沢東ロータリーが
仲良く元気なのは皆様のお蔭です。

田中照人…一時、退会します。また入会の際には、ぜひ承認を
お願いします。

　累計　1,275,600円　

❖  6 月 30 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 6 月  9日 56 ／ 85　ホームクラブ　65.88％
 6 月  2日 78 ／ 85　補正出席率　　91.76％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

◆ロータリー情報委員会（新会員研修会）
日　時：7月7日（月）　11:30 〜
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ 18F
出席予定者：本田、中島賢一、大倉、不室、別川、山岸、竹松、 
　　　　紙谷、根布、黒野

◆金沢東ローターアクト例会
日　時：7月7日（月）　20:00 〜
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ 16F
出席予定者：別川、竹松、徳野、高屋

◆新旧理事役員会
日　時：7月14日（月）　11:30 〜 12:30
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F

◆プログラム委員会
日　時：7月14日（月）　18:30 〜
場　所：石亭
会　費：10,000円

◆7月親睦委員会
日　時：7月25日（金）　18:00 〜 20:00
場　所：サブリナBBQビアガーデン（フォーラス7F屋上）
会　費：5,000円

◆ガバナー補佐訪問会長幹事懇談会
日　時：8月18日（月）　10:30 〜 11:00
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F

◆ガバナー補佐訪問クラブ協議会
日　時：8月18日（月）　11:10 〜 12:00
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F

〈 7月例会メニュー 〉
  7日 〈和食〉夏の特選定食（手羽先、大根甘辛煮、鰆サラダ焼き、鱧そぼろご飯 等）

14日 〈洋食〉スズキのソテーにキスのペニエと夏野菜のオリエンタル風を添えて！
21日 　休　会
28日 〈中華〉鳳凰特製「海鮮冷麺」

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

知り合えたこと、卓話で様々な話が聞けたこと、いろ

いろな研修に参加できたことは得難い経験であり、私

の人生において大きな糧となってきました。また、意

識をしないうちにポリオ基金に拠出し、米山奨学生・交

換留学生の受け入れや送り出しを行いました。ローター

アクト活動、インターアクト活動にも参加してきました。

ロータリーは、入るには易しく奥は深い。

　ロータリーが発足した当初、「相互協力と打ち解けた

親睦という単純な構想がクラブの基本でした」(Paul 

Harris)。ところが、友人のDon Carter(弁理士)を誘っ

た時に「自分達だけの利益を考えるクラブなら入らない」

と言われ、「それなら、シカゴ市民の為に役に立つ」と

いう考えが導入されました。その「奉仕の実践」とい

う目的のお陰で100年を超える歴史を経ても、ロータ

リーは厳然たる輝きを保っています。しかし、原点はあ

くまでも「相互協力と打ち解けた親睦」です。

「明るく　楽しく　わいわいと」

　先ず、例会と親睦活動で仲間意識を高める。高まっ

た仲間意識とエネルギーで奉仕活動を行う。奉仕活動

で仲間意識がますます高まり、例会が楽しくなる。楽

しくなった例会・親睦活動でますます奉仕活動への

意欲が高まる。この上昇スパイラルを持つのが強い

クラブの証しです。親睦(Fellowship)が先で、奉仕

(Service)は必ず後からついてきます。「明るく　楽

しく」は金沢東ロータリークラブの永い歴史が育んだ

風土です。やっぱり、ロータリーは「明るく　楽しく」、

そして「賑やか(わいわい)」ではないかと思います。

　会員の皆様が例会、親睦行事が待ち遠しくなるよう

なロータリーの運営に、精一杯努めさせて戴きますの

で、各委員長、会員の皆様方のアドバイス、ご協力を

宜しくお願いします。

　なお、危機管理委員会委員・ローターアクト委員会

委員長として木村道明氏、国際青少年交換委員会委員と

して中田吉則氏、竹松俊一氏がそれぞれ地区に出向され

ます。皆様方のご支援をよろしくお願いします。

8／11例会は休会です


