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「今年の抱負」
石野  一樹

（昭和 42 年 1 月 5 日生）

　とうとう4回目の年男を迎えてし
まいました。あと一回りで還暦だと
思うと、意味もなく焦ってしまう今
日この頃です。最近は体が退化し
ていくのが、手に取るようにわかり、
お酒を飲んだら残るし、何時に寝

ても朝6時には目が覚めてしまい、目もショボショボにな
り、すぐに疲れるといった感じです。
　さすがに健康には気をつかわないといけないというこ
とで、気休めに毎日3種類のサプリを飲み始め、更にブー
ムにのってマラソンを始めました。この時期は天気が悪
く、なかなか走れないのですが、平均すると週に1～2回、
近所の犀川沿いを10キロほど走って、トレーニングして
います。昨年は、マラソンを始めて1年でフルマラソン（万
葉の里）と50ｋｍ（白山白川郷ウルトラマラソン）にチャ
レンジし、体を壊さず、まずまずのタイムで完走すること
ができました。
　今年は是非、フルマラソンを4時間切るサブ4に挑戦し
たいと思っています。マラソンは体にいいのはもちろん、
日々のストレス発散にもなって、体重は減るし、気のせい
か抜け毛も減ったような気がします。いいことづくしです
ので、是非皆様にもおすすめです。ただ、走った後の洗濯
は自分でやらないと、「くさい！くさい！」と家族に文句を
言われますので気をつけた方がいいです。
　今年初の大会は、2月22日に姫路で行われる「第1回世
界遺産姫路城マラソン」に、一人で前泊して走ってきます。
孤独なスポーツといえども、ちょっと寂しいですが、サブ
4目指して頑張ってきます！
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年男からのメッセージ②

㈱トラベル・エー代表取締役
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　皆さん、はじめまして。株式会社

トラベル・エーの野村圭作と申しま

す。

　この度は歴史と伝統ある金沢東

ロータリークラブへの入会ご承認を

賜り誠にありがとうございます。

　私は生まれも育ちも生粋の金沢人で、現在、妻一人、長

女23歳と次女21歳、実母1人の5人家族です。子供といっ

ても既に成人しており、家庭では男一人のためか何か寂

しさを感じているこの頃です。

　仕事は旅行会社を経営しており、現在、金沢本社と輪

島営業所の２店舗を運営しています。名刺にも会社の看

板にもＪＴＢロゴが明示されているＪＴＢブランドネット

ワーク店で、地元資本の組織ですがＪＴＢ本社ホールディ

ングスとの直契約により、ＪＴＢの考える方向性に歩調を

合わせ、社員教育や研修から商品供給・販売に至るまで、

まずは安心・安全でかつお客様が望まれるご要望にプロ

としてのアドバイスを加え、費用対効果の良い素晴らしい

思い出に残る商品とサービスの提供を使命として日々精

進するとともに、地域に根ざした企業活動を通じて観光

事業の振興と地域の活性化に寄与していきたいと考えて

おります。

　これからの金沢東ロータリークラブでの活動を通して、

社会人として、企業人として、そして一人の人としてロータ

リークラブの理念である「奉仕の精神」を自分流に自己

研鑚してまいる所存です。どうかご指導。ご鞭撻ください

ますよう宜しくお願い申し上げます。
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入会挨拶



LIGHT UP ROTARY  ロータリーに輝きを

❖ 3 月 23 日（月）例会 ❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
  3月23日 石川県南加賀保健福祉センター
  所長　沼

ぬ ま た

田直
な お こ

子氏
  「児童虐待対応　～最前線からの報告」

■例会卓話予定
  3月30日 金沢商業高校インターアクトクラブ
  顧問　上

う え だ

田正
まさひろ

弘氏  他 生徒達
  「金沢商業高等学校インターアクト部の活動について」
  4月  6日 未定
  4月10日  東京東RC 60周年記念式典に参加
  （4/13昼の通常例会は休会）
  4月20日 未定
  4月27日  休会

■ニコニコBox（敬称略）
別川…昨日、今月で退会される山田さん、中村さん、中島さ

んの送別会が賑々しく行われました。別れるのは残
念ですが、新任地での活躍を期待します。

中島賢一…短い間でしたが、皆様には大変お世話になりま
した。今後もどちらかでお会いすることもあるかと思
います。どうぞよろしくお願いいたします。

米沢…昨日、東京ヴェルディに3－0でツエーゲン金沢、J2
で初勝利を挙げました。引き続き、応援よろしくお願
いします。

木村…ツエーゲン金沢がホーム開幕戦に3－0で勝利。3/20
（金）2連勝目指し、頑張ります。19：00試合開始で
す。皆様、西部緑地のスタジアムで一緒に応援しま
しょう。

向井…先週の3/9、グループ企業の「金沢彩の庭ホテル」が
オープンしました。多くの皆様に内覧いただき、また、
お祝いの品やお言葉、励ましをいただきました。高屋
会員からは早くも8名様の宿泊のご紹介をいただき
ました。誠にありがとうございます。本郷支配人や高
田オーナーに叱られない程度にサービスしたいと思
いますので、皆様よろしくお願いいたします。金沢が
より魅力のある都市として成長する一助となれるよ
うに、皆様と共に頑張っていく所存です。

　累計　1,191,270円　

❖ 3 月 16 日（月）例会報告❖

■出席率報告
  3月  2日 54 ／ 95　ホームクラブ　56.84％
  2月23日 78 ／ 95　補正出席率　　82.11％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員1名）

◆3月親睦委員会
日　時：3月23日（月）　18:30～
場　所：たけし
会　費：6,000円

◆金沢8RC新旧幹事会
日　時：3月26日（木）　13:40～
場　所：松魚亭　2Ｆ「洋室」
出席予定者：竹松、能登

◆グリーン会ゴルフコンペ
日　時：4月4日（土）　8:31スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」

◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日　時：4月6日（月）　11:30～
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18F
出席予定者：三平、山縣、別川、山岸、竹松、木藤、岩木、
　　　　不室、浅田久太

◆東京東RC 60周年記念式典
日　時：4月10日（金）　16:30～20:40
場　所：ホテルニューオータニ
※4/13（月）昼の例会はありません。

◆次年度打合せ会
日　時：4月13日（月）　18:30～
場　所：石亭

◆インターアクト研修旅行報告会
日　時：4月18日（土）　14:00～16:00
場　所：石川県国際交流協会「研修室4」
出席予定者：谷村

◆次年度第1回クラブ協議会
日　時：4月20日（月）　13:40～14:40
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18F

◆金沢RC 80周年記念大会
日　時：4月25日（土）　13:00～
場　所：石川県立能楽堂及び金沢城址公園内特設会場
出席予定者：別川、竹松、岩木、田中、厚見

◆金沢RC 80周年記念ゴルフ大会
日　時：4月26日（日）　9:00スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」
会　費：7,000円（プレー代各自負担）

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

〈 3月例会メニュー 〉
23日 〈和食〉お花見御膳（蛸柔らか煮・海老、蛍烏賊天麩羅）

30日 〈洋食〉魚介のミルフィーユ仕立て（蛍烏賊を添えて）

3 月は識字率向上月間です
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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.

4/13㈪, 4/27㈪ は休会です


