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❖  1 月 22 日（月）例会 ❖

■ソング
“それでこそロータリー”
“Sing Everyone, Sing”

■本日の卓話
 1 月22日  カゴメ㈱事業企画部 管理栄養士
  山

やまぐちあやか

口彩夏氏
  「〜今日からあなたもHappy Wellness♪〜

  　『野菜と生活　実行セミナー』」

■例会卓話予定
 1 月29日  中日新聞北陸本社 編集局長
  大

お お ば

場　 司
つかさ

氏（金沢東RC）
  「新聞の言葉の使い方」
 2 月 5 日  新春懇親例会（松魚亭）
 2 月19日  日本ユニシス㈱北陸支店長
  横

よこやま

山秀
ひ で お

雄氏（金沢東RC）
  「未定」
 2 月26日  未定
 3 月  5日  ㈱日本政策投資銀行北陸支店 調査役
  宮

みやはら

原吏
り え こ

英子氏
  「未定」

会務報告

会長　厚見 正充

　新年明けましておめでとうござ

います。

　金沢東ロータリークラブ第60代

会長を拝命後、「今、この瞬間を直

向きに」のテーマのもと半年が過

ぎ、メンバーの皆様には、何かとご

協力頂きまして誠にありがとうご

ざいます。本年も、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致し

ます。

　さて、平成30年（2018年）はどんな年になるのでしょ

うか。ご参考までに少しお話しさせていただきます。

　今年は、暦でいうと干支は戊戌（つちのえいぬ）、干支

とは「干」－10種類・「支」－12種類の組み合わせで出来

ていて60年に一度同じ干支が廻ってきます。

　今年の干「戊」つちのえは、五行思想でいうと土をあら

わしています。支「戌」いぬも土をあらわしています。つま

り今年は「土」と「土」の組み合わせとなります。「土」＝

万物を育成し保護する性質であり、四季の移り変わり象

徴でもあります。また、干支の漢字は植物の生長段階を

あらわしています。「戊」は茂が語源で、草木が繁盛して

盛大になることをあらわし、「戌」は切るという意味で、

草木が枯死することをあらわしています。一方が枯れ一

方が生い茂る、これは変化そのものです。つまり今年は

変化の年といえます。そして60年に一度、今年と同じよう

な変化の年が訪れると考えられます。

　60年前の昭和33年の出来事を顧みると、

〇天皇陛下のご婚約-初めて民間からの皇太子妃

〇岩戸景気-岩戸景気の始まりの年

〇東京タワーの完成-ラジオの普及率が82％で過去最

高だったものが、この年を境に減少しテレビの時代に

まだまだありますが、例会時にご紹介致します。

　そして一番大きな出来事は、金沢東ロータリークラブ

の誕生です。金沢に一つしかなかったロータリークラブ

が複数になる先駆けでした。いよいよ今年5月25日に60

周年記念例会が開催されます。どんな変化を伴った60周

年になるか、そしてメンバーが楽しめる心に残る60周年

になることを期待したいと思います。

　最後に、本年度RI会長イアンH.S.ライズリー氏の2017

－2018年度のRI会長テーマは「ロータリー：変化をもた

らす」です。暦とは不思議ですね。



地から出ました。よろしくお願いします。
山本…金沢らしい雪に、今朝は1時間半＆昨日も1時間、雪すか

しをしました。ふぅ〜・・・。スッキリしたのでニコニコと。
浅田裕久…配偶者表彰（45カ年）に素敵なシンピジュウムをい

ただき、家内が喜んでいました。
松本浩平…10カ年皆出席会員配偶者表彰にきれいなお花をい

ただきました。をありがとうございました。
平野…5カ年皆出席会員配偶者表彰で、綺麗なお花をいただき、

ありがとうございます。
増田…誕生日祝をありがとうございます。53歳になります。
大島淳光…結婚記念日のお祝いをいただきました。20年間、何

とかやってこれました。これからも家庭円満で行きたい
と思います。

木村…先日は結婚記念日お祝の素敵なお花をいただきありが
とうございます。また、年忘れ家族例会でビンゴに当た
り、景品をいただきました。ありがとうございます。

　合計　992,050円　

❖  12 月 18 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
12月  4日 57 ／ 97　ホームクラブ　58.76%
11月27日 79 ／ 97　補正出席率　　81.44%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員5名）

❖  1 月 11 日（木）例会報告 ❖

“金沢8RC新年合同例会”

■出席率報告
12月11日 50 ／ 97　ホームクラブ　51.55%
12月  4日 76 ／ 97　補正出席率　　78.35%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員5名）

◆ロータリー情報委員会（新会員研修会）
日　時：1月22日（月）　11:30〜
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18F
出席予定者：市川、外山、厚見、山本、北川、宮本亮一

◆1月親睦委員会
日　時：1月24日（水）　18:30〜
場　所：夢鉄砲
会　費：10,000円

◆金沢8RC幹事会
日　時：1月29日（月）　13:40〜
場　所： ANAホリデイ･イン金沢スカイ18F
出席予定者：石野

◆地区ロータリー財団補助金管理セミナー
日　時：2月3日（土）　10:00〜12:00
場　所： 石川県地場産業振興センター新館5F[第12研修室」
出席予定者：向井

◆第4回 60周年実行委員会
日　時：2月5日（月）　16:00〜
場　所：松魚亭

◆新春懇親例会
日　時：2月5日（月）　18:00〜
場　所：松魚亭
会　費：10,000円
※2/5昼の通常例会はありません。ご注意下さい。

◆金沢香林坊RC 30周年記念例会
日　時：2月10日（土）　16:30〜 例会　 18:30〜 祝宴
場　所：金沢東急ホテル5F
出席予定者：髙桑幸一、厚見、山本

◆金沢みなとRC 25周年記念例会
日　時：2月20日（火）
　　　　15:30〜 例会　17:00〜 記念講演　18:30〜 祝宴　
場　所：ANAクラウンプラザホテル金沢3F「鳳の間」
出席予定者：厚見、山本

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

〈 例会メニュー 〉
1/22 〈和食〉新春松花堂弁当
1/29 〈中華〉体を温める　伝統の四川料理

   
Sing,  everyone,  sing.
Sing,  everyone,  sing.
Let's  get  together  in  all

kinds  of  weather
and  sing,  everyone,  sing.

Smile,  everyone,  smile.
Smile,  everyone,  smile.
All  of  your  troubles  will

vanish  like  bubbles.
so  smile,  everyone,  smile.

1 月は職業奉仕月間です

■おめでとう（敬称略）
◎１月お誕生日祝

石野　一樹　1.  5  中島　秀雄　1.  9
絹川　善隆　1.12  田中　和彦　1.12
本谷　裕二　1.16  野村　圭作　1.20
鏑木　基由　1.21  木藤衣妃子　1.21
大島　国雄　1.21  大場　　司　1.22
岩木　弘勝　1.29  山縣　秀行　1.29

◎１月ご結婚記念日祝
気谷　源嗣　1.  1  山本　晴一　1.  9
石野　一樹　1.15  三平　佐弓　1.15
 坂本　憲一　1.28  高多　倫正　1.30

■ ニコニコ Box（敬称略）
井上…今日は留学生支援の品物を多数ありがとうございます。

この後、会長・幹事共々、皆様からの善意を留学生会館
へ届けに行ってまいります。

南　…留学生への支援物資にご協力いただき、ありがとうござ
いました。

山縣…先週の年忘れ例会には、たくさんの皆様にご参加賜りま
して、誠にありがとうございました。多大なるご協力を
いただきましたANAホリデイ・イン金沢スカイの飯沼
総支配人、担当の森下さんには重ねて御礼申し上げます。
また、当日の無茶振りにもこたえてくださいました親睦
委員会メンバーの皆様にも感謝！

諸江…50年皆出席表彰をいただき、ありがとうございます。お
蔭様で健康にも恵まれて何とか50年皆出席させていた
だきました。この記録は少なくとも80歳以上生きねば
出来ないと思いますし、当分、金沢東RCの存続する限
り破られないと思います。私が入会した当時は、金沢市
内には金沢RCと金沢東RCの2つだけでしたので、アメ
リカ3カ所、カナダ、オーストラリア等海外RCで」メー
キャップをしましたが、それでも3年間は落としました。

大島国雄…年間皆出席表彰を受けることができました。これか
らも元気で過ごしたいと思います。

大石…みずほ銀行の大石です。本日、大安吉日、宝くじをお持ち
しましたので、どうぞ福を手に入れてください。今年の
ジャンボも10億円です。前回も1億円以上が3本、金沢の


