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 「明るく 楽しく 心をひとつに」

会長　田中 和彦

　この度、伝統ある金沢東ロータ

リークラブ第59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

ラブは、多くの諸先輩方の努力に

よって築かれました。そのことを

思うと責任の重さを痛感するとと

もに、身の引き締まる思いが致します。多くの諸先輩方

が築かれた今日までの足跡を大切にしながら、さらに

新たな歴史を積み重ねていきたいと思っております。よ

り一層のご指導とご協力をお願い申し上げます。

「人類に奉仕するロータリー  〜Rotary Serving Humanity〜」

　本年度RI会長は、米国（テネシー州）出身で空軍に4

年間の在籍経験があり、現在はエンジニアリングのコ

ンサルティング会社（Campbell and Associates）

理事 兼 CEOのジョン F. ジャーム氏です。

　2016〜2017年度RI会長テーマは「人類に奉仕する

ロータリー 〜Rotary Serving Humanity〜」です。

　RI会長の重点項目は次の3点です。

＊ ポリオの撲滅

＊ 会員の維持、増強

＊ 財団100周年記念の目標達成

「語り合おう　ロータリー」

　このRI会長のテーマを受けて、第2610地区  岡部一

輝ガバナー（南砺RC）は、地区テーマとして「語り合お

う　ロータリー」に定めました。

　職業奉仕の理念「最も良く奉仕するもの、最も多

く報いられる（They Profit Most Who Serves 

Best）」の理解を深め、広い意味でのサービス精神

（奉仕）で人に役立ちたいという心を高めつつ、ロータ

リーを十分に語り合う年にしたいと提唱しています。

「明るく  楽しく  心をひとつに」

　本年度も活動の中心は例会と親睦行事にあると考え

ています。是非、例会、親睦行事にみなさんの積極的な

参加をお願いします。そこで言葉を交わした事のないメ

ンバーとも大いに語り合うことから始めてみて下さい。

語り合うことでお互いを理解し、回を重ねることで信

頼へと発展し、これが個々の強い結びつきへと繋がる

と考えます。

　諸先輩方や会員各位の努力により現在の会員数は

100名を超える規模にまでなりました。そしてこの会員

数を堅持しながら、更に会員増強を図りたいと思います。

特に本年度のRI会長も提唱しております、若手を中心

に将来のロータリーのリーダーとなるロータリアンを

増強したいと考えます。

　また本年度はロータリー財団100周年の記念すべき

年度に当たることから、財団への寄付をお願いしてま

いります。と同時にロータリー財団について理解を深

めてもらう催し（卓話等）を行いたいと思っています。 
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新任挨拶
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2016〜2017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 中田　吉則（理）

職業分類
会員選考 別川　　稔 大島　国雄 北川　義信、諸江　賢二、若林　智雄

会員増強 藤弥　昌宏 橋本　好哲 浅田　久太、日根野幸子、金谷　道憲

ロータリー情報 鈴木　宗幸（理） 山﨑　修二 不室　　昭、小池田康成

親　　睦 谷村庄太郎 白川ひとみ

天野　重人、粟森　昌哉、星　　和浩、蟹瀬　　克
川杉　朋弘、気谷　源嗣、松本　浩平、本谷　裕二
中島　淳一、成島　　孝、大石　泰正、大倉　　彰
我妻　博志、渡辺　数磨

出　　席
ニコニコ 三平　佐弓 平野　利康 飯沼　潔人、北　総一朗、山縣　秀行

プログラム 井上英一郎（理） 村端　一男 忠田　秀敏、水上　誠子、高岩　勝人、高桑　秀治
柳内　清孝

会　　報
広　　報
雑　　誌

根布　　寛（理） 絹川　善隆
鏑木　基由、木藤衣妃子、西川　英治、坂本　憲一
澤木　範久

職業奉仕
（ロータリー･ボランティア）

徳野与志一（理） 野村　圭作
荒木　吉雄、金子　福夫、中川　　衛、太田　有彦
山岸　敬秀

社会奉仕
青少年奉仕

竹松　俊一（理）

環境保全
人間尊重 山崎　勝治 中村　和哉 星　　忠利、松木　浩一、利光　克仁

地域発展
奨学財団 宮本　亮一 朝倉　宏太 安達　　洋、笠間　史盛、酒井　道行、和田　清聡

協同奉仕
（ローターアクト）

向井　健夫（理） 冨久尾佳枝 岡田　直樹、高屋喜久子

協同奉仕
（インターアクト）

小池田　均（理） 黒木　康生 湊　　康久、宮本　秀夫

国際奉仕
（ロータリー友情交換）

小池田康秀（理）

国際青少年計画
世界社会奉仕 紙谷　一成 南　　志郎 二木　克明、越原　悠三、松本　健夫

ロータリー財団
米山記念奨学会 木屋　満晶 粟田　真人 浅田　裕久、久田　欣一、太田　光尋

60周年実行委員会 米沢　　寛（理）

会　長	 田中　和彦（理）	 理　事（職業奉仕）	 徳野与志一　　　
副会長（会長エレクト）	 厚見　正充（理）	 理　事（社会奉仕）	 竹松　俊一
副会長（クラブ奉仕・会長ノミニー）	 中田　吉則（理）	 理　事（国際奉仕）	 小池田康秀
幹　事	 木村　道明（理）	 理　事（60周年）	 米沢　　寛
副幹事	 山本　晴一	 理　事	 井上英一郎
S A A 	 石野　一樹（理）	 理　事	 小池田　均
副SAA	 大島　淳光	 理　事	 向井　健夫
会　計	 高桑　幸一（理）	 理　事	 根布　　寛
監　査	 中島　秀雄	 理　事		 鈴木　宗幸
直前会長	 岩木　弘勝	 直前幹事	 能登健太朗

	 ＜地区役員＞	 ローターアクト副委員長　高屋喜久子	 国際青少年交換委員	 中田　吉則	 	
	 	 職業奉仕委員	 松本　健夫	 国際青少年交換委員	 竹松　俊一	 　　　

　　　　　　　　　　（2016.7.1 より実施）

「明るく  楽しく  心をひとつに」

2016 -2017年度  金沢東RCテーマ
会　長　田中 和彦
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幹事　木村 道明

　このたび、伝統と歴史がある金

沢東ロータリークラブの2016－

2017年度の幹事を務めさせてい

ただくことになりました。

　ロータリーに入会して13年目

になりますが、幹事としての責任

の重さを感じ、身の引き締まる思いであります。まずは、

田中会長を支え、各委員会の運営や活動状況を把握し、

クラブ内の連絡や調整役に徹し、クラブの円滑な運営

と発展のために一生懸命に取り組む所存でございます。

　私は、3年前の金沢東ローターアクト委員長の時に、

地区のローターアクト委員会に出向いたしました。当時

は、ローターアクトメンバーも全盛期からみると激減し

ており、また、メンバーの減少に歯止めがかからない状

況でもありました。その中で、金沢東ローターアクトの

メンバーは、地区の中でも半数近いメンバー数で、組織

の核となり、皆を先導する立場として、意欲的に活動し

ておりました。その結果、会員数の減少にも歯止めが

かかり、メンバー数も増加傾向に転じてまいりました。

これも、提唱クラブである金沢東ロータリークラブの

青少年奉仕部門の活動の積み重ねはもとより、ロータ

リーメンバーの皆様の協力と理解があってのことだと

痛感させられました。その時に、金沢東ロータリークラ

ブの活動の偉大さを、改めて感じました。

　さて、今年度は、主となる大きな行事はありませんが、

来年の60周年記念事業を控え、この1年間の準備期間

が非常に重要になってきます。

　本年度、田中会長は、「明るく 楽しく 心をひとつ

に」というスローガンを掲げられました。活動の中心は、

例会と親睦行事でありますが、その中で、在籍の長短を

問わず、若い人たちが、先輩たちに積極的に話しかけ語

り合うことで、多くの人たちとの友情を深め、皆の心を

ひとつにして、活動していきたいと思っています。それ

が、この金沢東ロータリークラブの伝統の礎となり、次

の世代への良き伝統の継承となると信じております。

　至らぬ点も多いでしょうが、そこは、ロータリークラ

ブのメンバーの友情に免じて許していただき、皆様から

は、ご指導とご鞭撻を賜りたいと思っております。

　最後になりますが、今年度、皆様のご協力を宜しくお

願い申し上げます。

❖ 7 月 4 日（月）例会 ❖

■ソング
“君が代”
“奉仕の理想”

■本日の卓話
 7月  4日 会長・幹事新任挨拶

■例会卓話予定
  7月11日  臨時総会（決算・予算）
  ５大奉仕委員長新任挨拶
  7月25日  交換学生　石

い し の

野圭
けいいちろう

一郎君
  「帰国報告」

■ニコニコBox（敬称略）
池田（金沢香林坊RC）…お蔭様で何とか石川県内33クラブ全てメー

キャップ完了できました。お世話になりました。
古田…帰任が決まりまして、東京へ参ります。2年間ご指導いただき、あ

りがとうございました。
根布…この度、石川テレビ放送㈱の代表取締役社長に就任いたしました。

社業発展に全力を尽くしますので、引き続きご指導いただきます
よう、よろしくお願い申し上げます。

野村…JTB本社ホールディングス主催のJTB総合提携店2015年度全国
販売会議において、総合部門第1位の表彰を受けることができま
した。ひとえに、お客様皆様のお蔭でございます。心から感謝と
御礼を申し上げます。これからも安心・安全で思い出に残る旅を
提案できるよう精進してまいりますので、よろしくお願いします。

岩木…1年間、温かくお支えいただきまして、誠にありがとうございまし
た。そして、大変お世話になりました。皆様と当クラブのますま
すのご発展を心よりお祈り申し上げております。今後共、よろし
くお願い申し上げます。

能登…皆様、1年間クラブ運営にご協力いただき、ありがとうございます。
幹事として、皆様に多くのことを教えていただきました。心から
感謝申し上げます。

向井…29日の最終親睦委員会をもちまして、親睦委員長を退任いたし
ます。委員の皆様のご協力大変ありがとうございました。また、
会員の皆様ご参加ありがとうございました。次年度はローター
アクト担当委員長となりますが、この1年の経験を活かしてアク
トの活動を援助していきます。宮本ニコニコ委員長には、ニコ
BOXが前年越えしますように、この封筒を入れましたので必ず
達成してください。

紙谷…「SAAとは?」と問われ、答えられず、一時はどうなる事かと心配
しましたが、何とか本日を迎えることができました。1年間、貴重
な経験をありがとうございました。

浅田裕久…岩木弘勝会長、能登健太朗幹事、紙谷一成SAA、1年間お疲
れ様でした。長期休暇を取って、ノンビリしてください。

小池田康成…岩木会長、能登幹事、1年間、大変ご苦労様でした。
不室…岩木会長、能登幹事、1年間、大変ご苦労様でした。楽しい例会を

ありがとう。

鈴木…岩木会長、能登幹事、1年間ご苦労様でした。
徳野…岩木会長、能登幹事、1年間お疲れ様でした。ゆっくりお休みくだ

さい。
田中…岩木会長、1年間お疲れ様でした。そして、サヨウナラ!!来週から

は受け継いだバトンを落とさないようにしっかり握って頑張りま
す。皆様のご協力をお願いします。

厚見…岩木会長、能登幹事、ご苦労様でした。後はお任せください!と云
いたいところですが、まだまだ見習いの身ですので頑張ります。

西川…週初めの出張が続き、お礼が遅れましたが、誕生日のプレゼント
をありがとうございました。60も中盤になりましたが、まだまだ
働かなければならないようです。健康に気を付け、頑張ります。

山岸…6月12日に68回目の誕生日を健康で迎えることができました。
宮本亮一…結婚記念日祝いのお花をありがとうございました。早いもの

で17年目です。いろいろあったなぁ。
宮本亮一…出席・ニコニコ委員長としての1年間があっという間に過ぎ

ました。1年間、カミカミの読み上げを温かくお聞きいただき、感
謝いたします。ありがとうございました。来月からは三平さんで
す。カラーを出して頑張ってください。

　累計　1,735,121円　

❖  6 月 27 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 6 月  5日 35 ／ 96　ホームクラブ　36.46％
 5 月30日 80 ／ 96　補正出席率　　83.33％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

〈 7月例会メニュー 〉
  4日 〈和食〉文月定食
11日 〈洋食〉牛フィレ肉の網焼き初夏の野菜のラタトゥイユ添え
25日 〈中華〉翡翠冷麺と点心

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

単年度の財団への寄付の大小よりも、一人ひとりのメン

バーがこの基金を支えようと思うことの方がはるかに

有益であり、大きな成果を生むと確信するからです。

　当クラブの良き伝統である明るく楽しい雰囲気を継

続しつつ、本年度は更にメンバー間の強い結びつきか

らなる、心をひとつにするクラブを木村道明幹事と共

に築き上げて行きたいと思っておりますので各委員長、

会員の皆様方のご支援、ご協力を何卒宜しくお願い申

し上げます。

　なお、地区ローターアクト副委員長に高屋喜久子氏、

地区職業奉仕委員に松本健夫氏、地区国際青少年交

換委員に中田吉則氏と竹松俊一氏が出向されますので、

皆様方のご支援を宜しくお願い申し上げます。

◆ロータリー情報委員会（新会員研修会）
日　時：7月4日（月）　11:30 〜
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18F
出席予定者：大石、田中、鈴木、木村、別川、不室

◆金沢東RAC例会
日　時：7月4日（月）　19:30 〜
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ10F
出席予定者：田中、木村、竹松、向井、冨久尾

◆金沢8RC幹事会
日　時：7月8日（金）　13:40 〜
場　所：金沢都ホテル5F

◆会計監査
日　時：7月8日（金）　15:00 〜
場　所：金沢東RC事務局
出席予定者：髙桑幸一、中島秀雄

◆会員拡大増強委員長会議
日　時：7月10日（日）　13:30 〜 15:30
場　所：石川県地場産業振興センター　本館3F「第4研修室」
出席予定者：藤弥

◆クラブ広報委員長会議
日　時：7月10日（日）　14:00 〜 16:00
場　所：石川県地場産業振興センター　本館1F「第7研修室」
出席予定者：根布

◆新旧理事役員会
日　時：7月11日（月）　11:30 〜
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ10F「加賀の間」

◆職業奉仕委員長会議
日　時：7月24日（日）　13:00 〜 15:00
場　所：砺波市文化会館
出席予定者：徳野

◆7月親睦委員会
日　時：7月25日（月）　18:30 〜
場　所：ぴるぜん
会　費：5,000円

新旧会長･幹事
バッジ交換

（ 6 月 27 日例会）

岩木会長から田中新会長へ 能登幹事から木村新幹事へ
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