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 クラブ奉仕委員長

中田　吉則

　本年度、クラブ奉仕委員長を拝

命致しました中田吉則です。

　本音のところは、あまりロータ

リーの中で出世したくないのです

が、入会年度を考えると、もうそ

んな順番が回ってくる歳になった

のかと唖然とします。外堀は完全

に埋められました・・・。

　さて、職業分類・会員選考には別川委員長、会員増強

には藤弥委員長、ロータリー情報には鈴木委員長、親

睦委員会には谷村委員長、出席・ニコニコ委員会には

三平委員長、プログラム委員会には井上委員長、会報・

広報・雑誌委員会には根布委員長と、各人の経験と職

業や人柄を考慮すると将に適材適所の人選となりまし

た。この7名の委員長とともに、田中会長の「明るく　

楽しく　心をひとつに」のスローガンの下に、会員同士

の友情と絆を深め、クラブ活動の一層の活性化に繋が

るように活動していきたいと思います。特に田中会長

のカラーと現在のロータリーの状況を考慮すると、会

員増強と親睦の委員長にはかなりのプレッシャーがあ

るかもしれません。どうぞメンバーの皆様のご協力と

ご支援をよろしくお願い申し上げます。
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新任挨拶

「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

❖  7 月 11 日（月）例会 ❖

■ソング
“我等の生業”
“R-O-T-A-R-Y”

■本日の卓話
  7月11日  臨時総会（決算・予算）
  ５大奉仕委員長新任挨拶

■例会卓話予定
  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」
  8月  1日  ㈱丸藤　代表取締役社長　藤

ふ じ や

弥昌
まさひろ

宏氏
（金沢東RC）

  「未定」
  8月  8日  ㈱金沢名鉄丸越百貨店
  代表取締役社長　利

り こ う

光克
かつひと

仁氏（金沢東RC）
  「未定」
  8月15日  休会
  8月22日  石川第１分区Aガバナー補佐　石

いしもり

森良
よしひろ

洋氏
  （金沢香林坊RC）
  「ガバナー補佐訪問にあたり」
  8月29日  夏の納涼例会
  9月  5日  国際ロータリー第2610地区ガバナー
  岡

お か べ

部一
か ず き

輝氏（南砺RC）
  「ガバナー公式訪問にあたり」

■おめでとう（敬称略）
◎７月お誕生日祝

中村　和哉　7.  6 粟田　真人　7.  8
粟森　昌哉　7.  8 小池田　均　7.10
大島　淳光　7.19 藤弥　昌宏　7.22
気谷　源嗣　7.25 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）
田中…今年度、会長を仰せつかりました田中でございます。

まだまだ未熟者ですが、皆様のご協力、ご支援よろし
くお願い申し上げます。木村幹事と共に一生懸命努め
てまいります。

木村…本年度、伝統と歴史のある金沢東ロータリークラブの
幹事をさせていただきます。皆様方のご協力を心より
お願い申し上げます。

岩木…いよいよ本日より田中丸の出航です。無事一年後帰港
できますことを心よりお祈り申し上げております。田



人類に奉仕する
ロータリー

中会長、木村幹事、頑張ってください。直前会長って、
いい役職ですね。そして、本日は大石さん、入会おめで
とうございます。素晴らしいロータリーライフを送っ
てください。今後ともよろしくお願いいたします。

別川…田中新会長、役員の方々。今日から一年間、よろしくお
願いします。

髙桑幸一…岩木会長、能登幹事1年間、お疲れ様でした!!田中
新会長、木村新幹事の船出を祝して!!

浅田裕久…田中会長、木村幹事、石野SAA、これからの1年
間を楽しみにしています。

徳野…田中会長、木村幹事、頑張ってください。ニコニコと!
能登…田中丸の出航、お祝い申し上げます。本年もよろしく

お願いします。木村幹事も頑張ってください。
本谷…田中会長、本日より田中丸出航おめでとうございます。

今年度の田中会長の毎週の挨拶を楽しみにしており
ます。石野さんのSAA、三平さんのニコニコも同様に
期待してお聞きしますね。追伸:皆様お久し振りですが、
忘れずよろしくお願いいたします。

大石…本日は入会にあたり、鈴木さま、田中会長をはじめ、ご
推薦いただいた不室さま、別川さまにロータリアンと
しての心得を丁寧にご指導いただきました。由緒ある
金沢東ロータリークラブに入会することが出来、大変
光栄に思っております。皆様ご指導の程、何卒よろし
くお願いいたします。

田中…みずほ銀行金沢支店長の大石さんの入会にあたり、謹
んで歓迎いたします。初めての地方勤務で単身と聞い
ております。羽目を外さない程度に金沢を楽しんで下
さい。会員の皆様も熱き友情をよろしくお願いします。

不室…新入会員の大石さんを迎え、心から歓迎します。会員
の皆様には、よろしくご指導の程お願いいたします。

別川…本日は大石泰正さんの入会をご承認いただき、ありが
とうございます。みずほ銀行支店長としては橋本さん
以来の久々のお酒が飲める方です。よろしくお願いし
ます。

鈴木…新会員の大石泰正さんをお迎えいたしました。楽しい
ロータリーライフをお過ごしください。

木村…みずほ銀行金沢支店長　大石さんの入会を心より歓
迎いたします。

別川…岩木前会長、ご苦労様です。格調高い挨拶を楽しみに
していました。

〈 7月例会メニュー 〉
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

◆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

◆社会奉仕委員長会議
日　時：7月30日（土）　10:00〜12:00
場　所：石川県地場産業振興センター　本館2F「第2研修室」
出席予定者：竹松

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

R-O-T-A-R-Y
R-O-T-A-R-Y,

That  spells  Rotary,
R-O-T-A-R-Y,

is  known  on  land  and  sea;
From  North  to  South,  from  East  to  West,

He  profits  most  who  serves  the  best;
R-O-T-A-R-Y,

That  spells  Rotary.

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

粟森…10月12日発売の「一番搾り石川づくり」のテレビCM
の放映が昨日で終了しました。たくさんの方に「見た
よ!」と言われ、嬉しく思っています。後は嵐にCMをバ
トンタッチします。

石野…昨日の日曜日、オーストラリアへ1年間留学していた息
子が無事帰国いたしました。皆様のお蔭で、中身は未
だ分かりませんが、外見は一回り大きくなって帰って
きました。中身の成長は25日の卓話で確かめたいと
思います。ありがとうございました。

澤木…6月30日、母が84歳で永眠いたしました。名古屋にて
家族、親族で葬儀を済ませました。弔慰金をいただき、
ありがとうございました。

厚見…田中会長の横に座っていると緊張感が伝わってまい
ります。1年間、皆様よろしくお願いいたします。

竹松…今年度、社会奉仕委員長を仰せつかりました。身に余
る重責に気が引き締まる思いです。1年間どうぞよろし
くお願いいたします。

中田…今年度、クラブ奉仕委員長を仰せつかりました。1年
間よろしくお願いいたします。

宮本亮一…今年度、地域発展・奨学財団の委員長を拝命いた
しました宮本です。1年間よろしくお願いします。今年
度は業界団体の会長でもある田中さんが、金沢東ロー
タリークラブの会長です。ダブル会長、頑張ってくだ
さい。しっかり両方、お支えします!!

飯沼…本年度より、出席・ニコニコの委員になりました。委員
長をサポートし、前期の数字を越えられるよう、頑張
ります。

三平…本日より、出席・ニコニコ委員長として頑張ります。な
れませんので、いろいろと不手際もあるかと思います
が、ご指導・ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。

安達…お蔭様にて健康にも恵まれ、74回目の誕生日を迎え
ることができました。

谷村…遅くなりましたが、先日、45歳の誕生日を迎えました。
美味しいコーヒーをありがとうございました。　　
7/25（月）18:30〜「ぴるぜん」にて親睦委員会を開催
します。よろしくお願いします。

　合計　91,500円　

❖ 7 月 4 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
  6月13日 61 ／ 96　ホームクラブ　63.54%
  6月  5日 96 ／ 96　補正出席率　　100%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）


