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　本日は金沢東ロータリー

クラブ創立60周年特別例

会を開催するにあたり、第

2610地区下口ガバナー、第

2780地区神野ガバナー、第

2580地区古宮パストガバ

ナー、石川県立金沢商業高

等学校友田校長、我々の唯一の姉妹クラブで

ある東京東ロータリークラブ金子会長をはじ

め多数の会員、奥様、スポンサークラブの金沢

ロータリークラブ村本副会長をはじめとする

分区内各クラブの会長・幹事の皆様と大勢の

方々のご臨席を賜わり、心より感謝申し上げま

す。また本日の特別例会をめでたく開催できま

した事に御礼申し上げます。

　金沢東ロータリークラブは、1958（昭和

33年）年6月23日に志を同じくする33名の

チャーターメンバーにより創立致しました。こ

の年は皇太子様・美智子様のご婚約、東京オリ

ンピックを間近にした国立競技場の建設、岩戸

景気の始まり、ラジオからテレビへ移り変わる

象徴の東京タワーの完成、長嶋選手の巨人軍

入団、一万円札の発行など、日本の国の政治・

経済・文化・生活の大きな時代の変化を迎えた

年でもありました。

　それから60年、日本の発展とともに我が

ロータリークラブは県内初のインターアクトク

ラブの創設・ローターアクトクラブの設置、金

沢東ロータリークラブ奨学財団の設立と青少

年への支援・多くの長期留学生の派遣と受け

入れ・ロータリー財団への寄付など数々の奉仕

活動を展開してまいりました。これも親クラブ

であります金沢ロータリークラブを始めとす

る第2610地区の皆様関係各位のご指導の賜

物と感謝申し上げます。

　今回の60周年のテーマは「継魂新才」であ

ります。古く日本には「和魂唐才」、近世では

「和魂洋才」という考えがありました。これは

日本の精神を根本として、自国を変えてしまう

事無く海外の技術文化を取り入れることで、良

き発展をしてきたということです。これに倣い、

爾来60年に渡り自由闊達な雰囲気・真摯な活
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金沢東ロータリークラブ60周年特別例会

「60周年を迎えて」
会長　厚見　 正充

❖  5 月 25 日（月）例会 ❖

“創立60周年特別例会”

■ソング
“君が代”
“奉仕の理想”

■本日の卓話
 記念講演 「北陸新幹線とまちづくり」
  石川県中小企業団体中央会会長・
  前金沢市長　山出　保氏

■例会卓話予定
 6 月  4日  60周年慰労例会
 6 月11日  交換学生　Brooke ALMQUISTさん
  「母国の紹介他」
 6 月18日  休会
 6 月25日  会長・幹事退任挨拶
 7 月  2日  会長・幹事新任挨拶
 7 月  9日  臨時総会（決算・予算）
  ５大奉仕委員長新任挨拶

■ ニコニコ Box（敬称略）
厚見…いよいよ60周年目前となりました。メンバー一同、心

を合わせ、頑張り、楽しみましょう。
山本…5／25の金沢東ＲＣ創立60周年特別例会の盛会＆大

成功をお祝いして。今日の例会でイメージトレーニング
済みです。ありがとうございます。感謝！

別川…金沢東ロータリークラブ創立60周年、おめでとうござ
います。当日は私用のため出席できませんが、ご盛会
をお祈りしています。

井上…米山奨学生の李佳妮（リ・カジ）さん、金沢東ロータ
リークラブへようこそ！

南　…47回目の誕生日のお祝いをいただき、ありがとうござ
います。今後も皆様のご指導をいただきながら、ロー
タリー活動を楽しんでまいります。

三井…誕生日のお祝いをいただき、ありがとうございます。
良い1年になるよう、努力を惜しまず、頑張りたいと思
います。

髙桑幸一…結婚記念日に素敵なお花をありがとうございまし
た。今年は40年目のルビー婚式になりました。

会務報告

◆RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）
日　時：5月27日（日）　9:30 〜 17:30
場　所：石川県地場産業振興センター　本館「第２研修室」
会　費：3,000円（クラブ負担）
出席予定者：向井

◆60周年慰労例会
日　時：6月4日（月）　18:30 〜
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ10F「白山の間」
会　費：会員…10,000円、配偶者…8,000円
※6/4昼の通常例会はありません。

◆金沢8RC新旧会長・幹事会
日　時：6月5日（火）　18:00 〜
場　所：ホテル日航金沢　30F「ラ･プラージュ」
会　費：10,000円
出席予定者：厚見、中田、山本、石野

◆第４回グリーン会ゴルフコンペ
◎ゴルフコンペ
　日　時：6月9日（土）　9:27スタート
　場　所：片山津GC「加賀コース」
◎表彰式＆納会
　日　時：6月9日（土）　18:30 〜
　場　所：六角堂 Grill&Bar
　会　費：6,000円

◆インターアクト協議会
日　時：6月9日（土）　10:30 〜 15:00
場　所：能美市辰口福祉会館
会　費：1,000円（クラブ負担）
出席予定者：朝倉

◆クラブ国際青少年交換委員長会議
日　時：6月10日（日）　14:00 〜 15:30
場　所：富山産業展示館 テクノホール 東館2F「大会議室」
会　費：2,000円（クラブ負担）
出席予定者：大島淳光

◆次年度クラブ奉仕＆SAA委員会
日　時：6月11日（月）　18:30 〜
場　所：ホテル日航金沢　29F「桃李」
会　費：10,000円

◆次年度第２回クラブ協議会
日　時：6月18日（月）　17:00 〜 18:00
場　所：松魚亭

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

５月は青少年奉仕月間です

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

村端…結婚記念日に素敵なカランコエのお花をいただき、あ
りがとうございました。13年が経ちました。今年は夫
婦で釣りを始めたいと思います。

　合計　1,578,750円　

❖  5 月 14 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 4 月23日 61 ／ 96　ホームクラブ　63.54%
 4 月16日 77 ／ 96　補正出席率　　80.21%
　　　　　　　　　　　　  　（出席免除会員5名）

5/28、6/18は休会です
6/4昼の通常例会はありません
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　金沢東ロータリークラブが

創立60周年という輝かしい節

目を迎えることができました。

皆さんとともに祝福したいと

思います。これまでの活動に

関わりのあった多くの方々に

心から感謝と御礼を申しあげます。60周年を歩

んできたなかでその時々を最高の努力と、たぐ

いまれなるパフォーマンスを積み重ねてこられ

た先輩諸氏のご努力に対して、心より敬意と感

謝を申し上げたいと思います。

　5年ごとの創立を記念する特別例会の持つ

意味は、伝統を築いてこられた先輩諸氏への感

謝に始まり、現役であるロータリアンが、ロータ

リーの理念、ロータリーの目的を再確認し、個

人として何ができるか、組織として何をすべきか、

またそれぞれの企業として社会にどのように奉

仕するか、その時々の社会の変化を見極め、より

役に立つことを誓い合う機会と考えます。

　1300年の歴史を誇る伊勢神宮は20年に1度、

技術を正しく伝承するために社殿にはじまり神

社に係るすべてを造営する式年遷宮、遷宮のたび

ごとに新鮮な木の香りを漂わせる社殿は、伝統

を引き継ぎ永遠に保ち続ける日本の伝統であり

様式でもあります。

　我が金沢東ロータリークラブには老舗といわ

れる100年以上にわたり営業を継承されるロー

タリアンが何人かおられます。事業の継承に何

がもっとも大切ですかと、伺ったところ「創業者

の理念、心を正しく次世代に伝えていくこと」と

答えられました。まさしく厚見会長の創立60周

年のテーマ「継 魂 新 才」の継魂だと考えます。

新才は時代の変化とともに、その時代になにが

出来るかを考えることだと思います。

　今回の60周年にあたり前金沢市長の山出　

保氏にご講演をお願いしました。北陸新幹線

が金沢に延線するのを見極められ20年も前か

ら、その時に金沢がひかり輝くためにグランドデ

ザインを考え、実行に移してこられました。我 、々

ロータリアンがこの街で経済活動を行い、家庭

を築いています。全国で新幹線開業によりスト

ロー現象が起きてないのは福岡と金沢といわれ

ています。これから先も、変貌を遂げるであろう

時代の中で「奉仕とは」を今一度、考える機会に

したいと願っています。

物故会員

謹んでご冥福を

お祈りいたします

故　松尾 久義 会員

2014 年 4 月 27 日ご逝去
（享年 89 歳）

1983〜1984　金沢東RC会長
1999〜2000　第2610 地区ガバナー

故　不破 幸夫 会員

2014 年 11月13 日ご逝去
（享年 76 歳）

1986〜1987　金沢東RC幹事
1999〜2000　地区副幹事

記念事業

1. 石川県立金沢商業高等学校への助成

2. ロータリー財団への寄付（1 万ドル）

3. ロータリー米山記念奨学会への寄付
    　　（100 万円）

4. 金沢東ロータリークラブ奨学財団の充実
　（運営費として 75 万円を拠出）

「60周年にあたり」
60 周年実行委員長　米沢　　寛

動・人間性豊かな会員相互の友情と奉仕の実

践を素晴らしい先輩方が積み重ね作り上げて

こられました。我々はこのロータリークラブの

魂を引き継ぎつつ新しい知恵と感覚を持って

ロータリーの原点である、己の真摯な職業活

動を通じて社会に奉仕し歩み続けてまいりた

いと存じます。

　今後とも変わらぬ温かいご指導とご鞭撻を

賜わりますことをお願い申し上げご挨拶とさ

せていただきます。


