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　このたび歴史と伝統ある「金沢東

ロータリークラブ」への入会のご承

認をいただきましたことを心より御

礼申し上げます。

　私どもの会社は、1963年（昭

和38年）紙文具の販売からスタートし、以降印刷、グラ

フィックデザイン、WEBサイト構築・運用支援など中心と

して、主にお客様の「情報発信」をサポートさせていただ

いております。

　昨年、金沢青年会議所（金沢JC）の立場から、本年11

月3日（火・祝）〜11月8日（日）に開催されます2015 JCI 

World Congress Kanazawa,Japan（JCI世界会議

金沢大会）について卓話の機会を頂戴し、一度皆様とお

会いさせていただいております。このような国際会議の

機会を通して住み暮らす金沢・石川の更なる発展に貢献

できるよう準備を進めております。

　また、昨年より石川県をホームとするプロバスケット

ボールチーム「金沢武士団」（呼称:金沢サムライズ）の

設立に微力ではありますが、関わらせていただきました。

サッカー、野球と共にプロスポーツの力を通した地域振

興にも貢献していきたいと考えております。

　金沢東ロータリークラブには素晴らしい先輩方が多く

いらっしゃいます。私自身もロータリー活動を通して「奉

仕の精神」を育み、自分自身をさらに磨き上げていきたい

と思います。これからご指導ご鞭撻の程、何卒よろしくお

願い申し上げます。

日本生命保険相互会社金沢支社長
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　はじめまして。この度は、歴史と

伝統のある金沢東ロータリークラ

ブ入会のご承認を賜り、心より感謝

申し上げます。ありがとうございま

す。

　中村吉隆の後任として、この4月

に妻と一人娘（3才）と一緒に東京から赴任して参りまし

た。お陰様で娘もすぐに幼稚園（白銀幼稚園）に入園させ

て頂きました。家族共 ど々うぞ宜しくお願い申し上げます。

　私は昭和44年生まれで今年46才になります。

　出身地の千葉県流山市で大学卒業（上智／経済）まで

過ごし、平成4年に日本生命に入社しました。入社以来の

自己紹介が「ニッセイ（日生）と漢字でタテに書くと『星』

という字になります。日本生命の星です。」という非常に

稚拙なものなのですが、名前を覚えて頂くには意外と効

果があるため今回も触れさせていただきました（スミマ

セン）。

　前任地では、主に人事関係に携わっておりました。新卒

採用から初期教育の担当が長かったこともあり、とりわ

け人材育成に熱い想いを持っております。

　日本生命の金沢支社は皆様に支えられて今年が開設

120年になります。地域の皆様に少しでもご恩返しをさせ

て頂くべく、519名の職員とともに誠心誠意尽して参る所

存です。

　若輩者ではございますが、何卒ご指導の程宜しくお願

い申し上げます。
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やはり日本人です。ありがとうございました。
不室…ニコニコではありませんが、私の妻のお別れ会に大勢の会

員の方々にお出ましいただき、またご芳志を頂戴いたしまし
た。厚く御礼を申し上げます。

三平…先日、長男が結婚いたしました。家族が増えた喜びで一杯
です。これからも自分自身を高めていきたいと思います。怖
い姑にならないように…

髙桑幸一…結婚記念日にきれいなお花をいただきました。ありが
とうございました。

谷村…結婚記念日祝のお花をいただきました。しっかり水をやり、
大切に育てたいと思います。ありがとうございました。

向井…土曜日より金沢入りされている天皇、皇后両陛下の御来訪
を心よりお慶び申し上げます。初日に見学された明和特別
支援学校の校長先生は私の高校の時からの友人で、当日ま
で大変なプレッシャーだったと聞きました。各方面の関係の
方々も大変お疲れ様です。私といえば日の丸も振らずに、ゴ
ルフとアイスホッケーに集中していたことをお許し下さい。
因みに、今朝の体重80.6㎏で、先週より800ｇ減っておりま
す。

　累計　1,479,270円　

❖ 5 月 18 日（月）例会報告❖

■出席率報告
  4月20日 61 ／ 94　ホームクラブ　64.89%
  4月10日 81 ／ 94　補正出席率　　86.17%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員1名）

◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日　時：5月25日（月）　11:30〜
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ　18F
出席予定者：飯沼、別川、山岸、不室、竹松、黒野

◆石川第1分区A  次年度会長・幹事連絡会
日　時：5月26日（火）　17:00〜
場　所：大友楼
会　費：8,000円（クラブ負担）

◆金沢8RC新旧会長幹事会
日　時：6月5日（金）　18:00〜
場　所：金茶寮
会　費：15,000円
出席予定者：別川、竹松、能登

◆グリーン会ゴルフコンペ
日　時：6月6日（土）　9:41〜
場　所：片山津GC「加賀コース」

◆グリーン会ゴルフコンペ納会
日　時：6月6日（土）　18:00〜
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ　17F「鳳凰」
会　費：3,000円

◆交換学生ケイティ送別会＆ティファニー誕生会
日　時：6月8日（月）　18:30〜
場　所：オステリア・デル・カンパーニュ
会　費：3,000円

◆次年度第２回クラブ協議会
日　時：6月15日（月）　17:00〜
場　所：松魚亭

◆新旧クラブ協議会
日　時：6月15日（月）　18:00〜
場　所：松魚亭
会　費：8,000円

◆6月親睦委員会
日　時：6月30日（火）　18:30〜
場　所：六角堂 Grill & Bar
会　費：10,000円

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

〈 5月例会メニュー 〉
5/25 〈中華〉小海老と野菜の青山椒炒め、能登豚と野菜のジンジャー炒め 他

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

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.

❖  5 月 25 日（月）例会 ❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
  5月25日  ㈱金沢寿屋
  代表取締役社長　山

やまがた

縣秀
ひでゆき

行氏（金沢東RC）
  「金沢の料亭」
■例会卓話予定
  6月  1日  ㈱トラベル・エー
  代表取締役　野

の む ら

村圭
けいさく

作氏（金沢東RC）
  「未定」
  6月  8日 交換学生　Katherina Adinolfeさん
  「母国の紹介他」
  6月15日  休会
  6月22日 未定
  6月29日 会長・幹事退任挨拶
  7月  6日 会長・幹事新任挨拶
  7月13日  臨時総会（決算・予算）
  5大奉仕委員長挨拶

■ おめでとう（敬称略）
◎ 4 月年間皆出席祝

37 ヵ年　小池田康成  34 ヵ年　笠間　史盛
31 ヵ年　安達　　洋    9 ヵ年　村田　　淳

■ニコニコBox（敬称略）
別川…残り少なくなりました。昼の例会は、本日も含めて6回です。

ニコニコと！
高屋…ローターアクトクラブ3・3・3の法則で、33名会員達成しま

した。ひとえにロータリーメンバー皆様のご支援、アクト会
員を輩出下さる会員企業のご尽力の賜物です。ありがとう
ございます！！！この瞬間的喜びに感謝申し上げ、卒業生5名
を送り出しても、なお会員増強にご協力お願いします。

浅田裕久…天皇、皇后両陛下のご尊顔を拝し、幸せになりました。


