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 職業奉仕委員長

徳野与志一

　今年度田中会長年度の下、職業

奉仕委員長を仰せつかりました徳

野与志一です。金沢東ロータリー

クラブに入会したころ、最初の面

談では確か「職業を通じて社会奉

仕をするのが、ロータリークラブ

です。」などと言われて、理解した

ような、はたまた全く理解できなかったような、そんな気

持ちでした。要するに会社で利益を出して社会に還元す

ればいいんやな、などど軽い気持ちでしたし、諸先輩ど

なたに尋ねても二言目には「奉仕や奉仕、それがロータ

リーのすべてや」などど言われたので、それ以上尋ねる事

もできませんでした。

　金沢東ロータリークラブ定款には第4条「目的」として

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の

理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には次の

事項を奨励することにある。第1　知り合いを広めるこ

とによって奉仕の機会とすること。第2　職業上の高い

倫理基準を保ち、役立つ仕事は全て価値あるものと認

識し、ロータリアン各自の仕事を高潔なものとすること。

第3　ロータリアン一人一人が、個人として事業としてお

よび社会生活において、日々、奉仕の理念を実践するこ

と。第4　奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネット

ワークを通じて、国際理解親善、平和を推進すること。と

明記してあります。私はますます混乱をしております。

　今年は2610地区の村山職業奉仕委員長は、年々薄れ
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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

新旧理事役員会報告（7月11日）

1．2015〜16決算・2016〜17予算の件…原案通り、承認。
　　　臨時総会に諮る。
2．退会者の件…承認。

・秋月浩志会員…転勤のため、6/17で退会
・古田善也会員…転勤のため、6/27で退会
・村田　淳会員…転勤のため、6/28で退会

3．新会員の件…承認。全会員へ通知する。

・増
ますだなりとし

田成利氏…㈱NTTデータ北陸 代表取締役社長（S39.12.30生）
 （職業分類：情報処理サービス　推薦人：髙桑幸一、田中和彦）

・鈴
すずきひろたけ

木博竹氏…㈱日本政策投資銀行 北陸支店長（S43.8.30生）
 （職業分類：開発銀行　推薦人：浅田裕久、竹松俊一）

4．国際ロータリー第2610地区2016〜2017年度地区大会の件…承認。
・10/22㈯〜23㈰　砺波市文化会館・砺波ロイヤルホテル

・10/24例会を振替とし、登録料11,000円の内   
 2,500円をクラブ補助とする。

・理事、役員、委員長、新会員を登録義務とする。

5．ベルギー短期交換学生受入の件…承認。
・8/14〜21に3組（6名）の受入
・派遣希望の竹松俊一会員・大島淳光会員・石野一
樹会員宅で受入予定

ていくこのロータリアンの基本理念の再構築とイノベー

ションを掲げ、来年度は年4回の勉強会を開催するとい

われております。私自身もこの研修会で、おのれの中の

職業奉仕を見つけて行きたいと想っております。

　最後になりますが、今年の職業奉仕の研修会は10月13

日〜14日を予定しております。長野方面で楽しく勉強で

きる企業さんと、おいしい食事を楽しみたいと思ってお

ります。早急にご案内をお出ししますので、多くの皆様の

参加を期待しております。

　今年一年、一生懸命務めさせていただきます。よろしく

お願いいたします。



人類に奉仕する
ロータリー

■ニコニコBox（敬称略）
田中…臨時総会にあたり、速やかなご審議をよろしくお願いいたし

ます。
浅田裕久…メンバーの岡田直樹君の当選を祝って…。益々のご活躍

とご発展を祈念しております。
厚見…同期入会の岡田さんの当選を祝って。小池田さん、お疲れ様

でした。
三平…岡田さん、当選おめでとうございます。
鏑木…6月13日、日本で219人目の名誉ソムリエ　ソムリエドヌール

に就任しました。田崎真也会長から認定証をいただき、首に
はドヌールの称号を掛けていただき、すばらしい1日を過ごし
ました。ソムリエやワイン関係者から「世界にワインを語る
素晴らしい人はたくさんいるけれど、リモワのカバンに九谷
ワイングラスを入れて世界を旅しているのは貴方だけ」と言
われ、嬉しくもあり、恥ずかしい気持ちです。もう一度ギアを
入れて頑張ります。

徳野…本年、職業奉仕委員長を仰せつかりました。ご指導の程、よ
ろしくお願いします。

山崎勝治…環境保全・人間尊重委員会の委員長をさせていただきま
す山崎勝治です。今年度1年間よろしくお願いいたします。

高屋…昨年度末、金沢東ローターアクトクラブはメンバー数39名を
達成しました。ひとえに金沢東ロータリークラブメンバー皆
様のご支援の賜物です。39名、Thank you!　ありがとうご
ざいます。今年度、向井委員長、よろしくお願いします。

小池田均…お誕生日のお祝い、ありがとうございます。家族のため、
社会のため、自分のために益々健康で頑張ります。

中村…誕生日のお祝いをいただきました。ありがとうございます。
無事に57歳を迎えることができました。暴飲暴食を出来る
だけしないように心がけ、元気にまた1年を過ごしたいと思
います。

大島淳光…48回目のお誕生日のお祝いをいただきました。ありが
とうございます。これからも益々精進したいと思います。

藤弥…誕生日のお祝いをありがとうございます。本年度、会員増強
委員長として結果を出すべく、頑張っていきます。皆様のご
指導をどうかよろしくお願いいたします。

気谷…誕生日のお祝いをいただきました。ありがとうございます。
成島…結婚記念日のお祝いをいただきました。ありがとうございま

した。
山崎勝治…結婚記念日のお祝いをありがとうございました。今年度

も仲良く、1年間過ごしていきたいと思います。

　合計　134,500円　

❖ 7 月 11 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
  6月27日 62 ／ 96　ホームクラブ　64.58%
  6月13日 85 ／ 96　補正出席率　　88.54%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

〈 7月例会メニュー 〉
25日 〈中華〉翡翠冷麺と点心

◆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

◆米山奨学会委員長研修会
日　時：8月20日（土）　14:00〜16:00
場　所：ホテルニューオータニ高岡
出席予定者：木屋

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

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

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.

❖  7 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
  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」

■例会卓話予定
  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」
  9月12日  東京海上日動火災保険㈱金沢支店長
  川

かわすぎともひろ

杉朋弘氏（金沢東RC）
  「未定」

■おめでとう（敬称略）
◎６月年間皆出席祝

32 ヵ年　山岸　敬秀  19 ヵ年　別川　　稔
 12 ヵ年　中田　吉則  11 ヵ年　山本　晴一
  9 ヵ年　小池田康秀    9 ヵ年　竹松　俊一
  8 ヵ年　朝倉　宏太    5 ヵ年　根布　　寛
  4 ヵ年　能登健太朗    3 ヵ年　井上英一郎
  3 ヵ年　木村　道明    3 ヵ年　宮本　亮一
   3 ヵ年　成島　　孝    1 ヵ年　黒木　康生
   1 ヵ年　南　　志郎    1 ヵ年　利光　克仁


