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浅田久太…60周年懇親部会のメンバーの皆様、こんなドタバ
タで、指示も下手な私に力を貸してくださり、本当にあ
りがとうございました。最高のチームワークと機転が
利くメンバーでした‼　お疲れさん会に出席できず残
念です。

山本…60周年記念例会をはじめ、一連のイベントが盛大にか
つ新しいスタイルで行うことができました。皆様のご
支援とご協力を賜りましたことに、改めて感謝申し上
げます。金沢東RCは素晴らしい♥　なんて素敵なク
ラブだと感激いたします。

浅田裕久・久太…金沢東ロータリークラブ60周年という大切
な節目の懇親会で石亭とご利用いただき、誠にありが
とうございました。行き届かない点も多くあったかと
思います。継魂新才を形にするチャレンジとしてお許
しいただければ幸いです。

岩木…第58代会長の顕彰をいただきまして、ありがとうござ
いました。これからもご指導くださいますよう、よろし
くお願いいたします。

田中…この度、会長顕彰をいただきました第59代会長の田
中です。今後は後方支援に回る所存でございます。あ
りがとうございました。

小池田康秀…第55代幹事顕彰、ありがとうございました。こ
れからも金沢東RCのために頑張っていきますので、
よろしくお願いします。

鏑木…第56代幹事顕彰、ありがとうございます。幹事の時は
99％の出席率でしたが、今は瘋癲のメイキャップロー
タリアンです。今日から99％目指し、頑張ります。

能登…この度は第58代幹事顕彰を受けまして、誠にありがと
うございました。岩木会長にご指導いただき、大変楽
しい1年間でした。感謝です。

木村…第59代幹事顕彰をいただき、心より御礼申し上げます。
皆様のバックアップのお陰です。ありがとうございま
した。

高桑秀治…6月1日付で代表取締役会長に就任しました。本年
70歳を迎え、社長職30年の節目に若返りの新体制と
しました。今後共よろしくお願い申し上げます。

小池田康成…クラブより40年皆出席の表彰を受けました。あ
りがとうございました。

笠間…37年間皆出席できました。ありがとうございます。こ
れも皆様のお蔭です。

久米…5月27日の結婚記念日に素敵なお花をいただきました。
写真に撮って、LINEで女房と共有しました。

中田…34回目の結婚記念日にお花をいただきました。今年
は危うく忘れるところでしたので、助かりました。

笠間…先日、チョット良いことがありました。ニコニコと。

　合計　1,730,750円　

❖  6 月 4 日（月）例会報告 ❖

“60周年慰労例会”

■出席率報告
 5 月14日 59 ／ 99　ホームクラブ　59.60%
 5 月  7日 82 ／ 99　補正出席率　　82.83%
　　　　　　　　　　　　  　（出席免除会員5名）

　さる4月25日、金谷社会奉仕・青少年奉仕委員長と共

に社会福祉法人 金沢手をつなぐ親の会「鈴見台虹の家」

（金沢市鈴見台）と社会福祉法人 清風会「夢工房」（金

沢市みどり）の2施設を訪問し、激励および助成金の贈

呈を行いました。

　「鈴見台虹の家」は比較的重度の知的障害のある約

20名の方がデイサービスのような場所として利用され

ております。割りばしの袋詰め・アルミ缶つぶし・わら

の芯抜きなど社会の役に立つ仕事が中心の日課ですが、

散歩・プール・トランポリンなどの運動や本格的な茶道・

生け花・美術などの文化教室も充実しています。社会参

加や生きがいを重視し、少しでも豊かな社会生活を営め

るよう互いに会話をする時間を十分にとり、互いに通じ

合うことを重点に全員に目が行き届くよう配慮されてお

り、利用者さんの活き活きとした様子が伺えました。施

設長の岡野様からは「運営的にも厳しい折、毎年の金沢

東ロータリーからの寄付は本当に有り難い。豊かな生活

を送るため使用させて戴きます。」と丁寧な感謝の言葉

を戴きました。
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社会福祉施設訪問

　軽度の障害施設「夢工房」では30名を超える方々が

不室屋さんのお菓子、干し芋の箱詰めの作業を行ってお

ります。また別棟では夢工房で作る「夢ギョーザ」（冷凍

餃子）が1日約3400個も製造されており、JAほがらか

村や生協など取引先も拡大、リピーターも後を絶たず年

間1700万円にも売り上げを伸ばしているそうです。

　皆さん真面目で清掃も行き届いており、きちっとした

仕事が徹底され、楽しんで仕事をしていました。作業場

には「皆さんが協力することで良い商品ができ、沢山の

方に喜んでもらえます。皆さんの仕事は喜びを作り自分

を幸せにしてくれます。その事を忘れずに頑張りましょ

う」と掲載されており、利用者さんの熱心な気持ちが込

められた商品だと良くわかりました。

　30年近くも続いている社会福祉施設訪問は障害を乗

り越えて必死に努力されている利用者さんと、それを支

えているご家族や職員の皆様のため今後も継続してい

くべきものと感じました。

（記　地域発展・奨学財団委員長：黒木康生）

〈夢工房〉〈鈴見台虹の家〉

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

６月はロータリー親睦活動月間です

6/18㈪例会は休会です

◆6月理事役員会
日　時：6月11日（月）　13:40 〜
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18F

◆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

◆交換学生送別会＆誕生会
日　時：6月16日（土）　18:00 〜
場　所：六歌苑 諸江店
会　費：4,000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

◆6月親睦委員会
日　時：6月25日（月）　18:30 〜
場　所：壽屋
会　費：10,000円

◆ロータリー情報委員長会議
日　時：7月29日（日）　13:30 〜 16:00
場　所：小矢部市津沢コミュニティプラザ
出席予定者：髙桑幸一

◆インターアクト年次大会
日　時：8月23日（木）　10:00 〜 15:10
場　所：新川文化ホール
出席予定者：南

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.

〈 例会メニュー 〉
6/11 〈和食〉初夏を彩る水無月定食
6/18 　休会
6/25 〈中華〉初夏にぴったり花椒の刺激
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した。その間、支社勤務、本部勤務、省庁派遣、労働組合、

更に直近の２年間は大阪の営業本部と、職務内容に一貫性

がなく、専門的な知識・スキルは身に付きませんでしたが、

幅広い職務を経験させて頂きました。

　家族は妻と子供3人（娘3人）ですが、前任地の大阪時代

より単身赴任となり、金沢にも気楽・身軽な単身赴任で参

りました。自宅は千葉県浦安市、某テーマパークの花火の

音が聞こえるマンションです。静かな住宅地ですが、妻と

娘3人の喧騒で大変騒がしい状況です。趣味は下手の横好

きのゴルフ（100がまったく切れません…）と、釣り、スノー

ボードですが、飲み会、旅行と遊ぶことが大好きです。

　一日も早く、メンバーとして認めて頂けるよう、精進して

参りますので、よろしくお願い申し上げます。

　4/22（日）に富山県民会館に於いて、次年度理事・役員・

委員長・新入会員、約1050名が参加の「地区研修・協議

会」が開催されました。

　若林ガバナーエレクトの所信表明では、まず次年度のRI

会長（バリーラシン）のプロフィールの紹介とテーマである

「インスピレーションになろう」の説明がなされました。そ

して、地区活動方針である「ロータリーを知ろう、知っても

らおう」が紹介され、重点項目として、ロータリー賞への

挑戦、ロータリー財団・米山記念奨学会への寄付ゼロクラ

ブゼロの継続、会員増強では各クラブ1名の純増、会員の

RLIへの積極参加を促されていました。

　基調講演では、「ポリオ撲滅への道、これまでとこれか

ら」と題して、第3ゾーンEPNZCの松本祐二先生（益田西

RC）がご講演されました。

・ポリオ撲滅もカウントダウンの時期に来ていること。

・ビル・ゲイツもロータリーの活動に賛同して、熱心に活

動に関わっていること。

・ポリオ撲滅が実現すると、日本の各市町村で子どもたち

東京海上日動火災保険㈱金沢支店長

椿
つばきはら

原  丈
じょうじ

士

　このたび金沢東ロータリーに入会

しました椿原 丈士と申します。どう

ぞ宜しくお願い申し上げます。

　昭和43年１月生まれで今年、50

歳となりました。出身は兵庫県神戸

市で大学卒業まで関西で過ごし、社

会人になってからは転勤で東京、仙

台、京都と日本各地を回っております。任地それぞれで新

しい文化に触れ、土地のものを食し、新たな友人や先輩後

輩も多く出来ました。　この四月に金沢市に引っ越してき

たばかりで、北陸地方での生活・勤務は初めて、まだ右も左

も分かりませんが、石川県での新しい出会いを大切にした

いと思っております。

　趣味はバイクや自転車、またキャンプや秘湯温泉巡りな

どアウトドアを主に楽しんでおります。中学時代からモト

クロスでバイクに乗り始めましたが、最近ではクロスバイク

で景色を眺めながら走ることが良い息抜きとなっておりま

す。自然豊かな能登半島や、伝統と歴史の加賀エリアなど、

石川県は趣味を満喫出来る素晴らしい環境が沢山ありま

すので、プライベートの時間も楽しみにしております。

　会員の皆様方には、今後ご指導を賜りたく、何卒宜しく

お願い申し上げます。

日本生命保険（相互）金沢支社長

長
な が と

渡 史
ふみゆき

将

　この度、日本生命保険相互会社・

金沢支社長として赴任いたしました、

長渡史将（ながと　ふみゆき）と申

します。

　当会には、前任の星が大変お世話

になりました。星の後任として、会

の趣旨に則り、頑張ってまいります

ので、よろしくお願い申し上げます。

　生まれは大阪市（関西に馴染みのある方ならご存知かと

思いますが、十三(じゅうそう)というディープな下町です。）、

その後、兵庫県川西市の郊外に転居、大学時代は京都と、

生粋の関西人です。

　日本生命に就職後は一転して平成27年までの23年間は

東京勤務、直近2年間が大阪勤務と東京在住が長くなりま

㈱ためひろ代表取締役

為
ためひろ

廣　 薫
かおる

　祖父が板前だったことにより、食

道楽の父のもと食べる事が大好き

な幼少期を過ごしました。

　特にチーズが大好物で、10歳のあ

る日、そんなに好きなら…と両親が

百貨店の催事で本場フランスのブ

リーという白カビチーズの1キロの

ホールを買い与えてくれ、あまりの美味しさ、また、今まで

食べてきたチーズの味との違いに衝撃を受け、その後小遣

いでチーズを買い、独学でチーズを学びました。

　食への興味は尽きず、栄養士になる為に十文字学園女子

短期大学に入学しました。無事に資格を取得し、就職先を

探す時期になり、学校に来ていた新入社員募集の会社概要

の冊子の丁度開いたページに株式会社久田チーズ王国の

募集が出ており、入社でしました。後日知った事ですが、そ

の会社こそ、私が感動したブリーチーズを催事で販売して

いた会社でした。当時の久田は少しずつ勢いにのってきた

ベンチャー企業。事務から販売など、幅広く経験させてい

ただけました。何年か経ったある日、社長が会社から独立

社員を出したいとのことで、私は教育係りの職をいただき

ましたが、教育する相手は自分よりも一回り、二回り上の

新入男性社員ばかり。ついにはその新入社員達から、成功

例が無いのにあなたの指導は聞けないと言われてしまい、

それならばと、自分が独立してみようと思い立ち、社長に

申し入れました。初めはけんもほろろに反対されましたが、

次第に話を聞いてくれ、会社が出す課題をクリアしたら独

立を考えても良いとのことで、新規店舗の立ち上げから赤

字店舗の立て直し、大使館での催し物、海外での研修など

を経て、2011年に独立いたしました。縁もゆかりもない金

沢を選んだ理由はまだまだチーズが普及していなかった事、

また、美食の町という所で文化の浅いチーズを広めたいと

の思いでした。

　若輩者ですが、皆さまのご指導ご鞭撻をいただければ幸

いです。何卒よろしくお願い申し上げます。
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入会挨拶

❖  6 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
 6 月11日  交換学生　Brooke ALMQUISTさん
  「母国の紹介他」

■例会卓話予定
 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

■ おめでとう（敬称略）
◎ 6 月お誕生日祝

久田　欣一　6.  5 中川　　衛　6.  5
平野　利康　6.  6 岡田　直樹　6.  9
山岸　敬秀　6.12 鈴木　宗幸　6.15
越原　悠三　6.18 安達　　洋　6.23 
黒木　康生　6.30 谷村庄太郎　6.30 

◎ 6 月ご結婚記念日祝
中田　吉則　6.  3 小池田　均　6.  5 
和田　清聡　6.  9 山崎　勝治　6.10 
三井　誠司　6.14 高桑　秀治　6.16 
鈴木　博竹　6.18 宮本　亮一　6.26
椿原　正浩　6.28

■ ニコニコ Box（敬称略）
厚見…60周年、皆様のお蔭で盛大に催すことができました。

ありがとうございました。
米沢…60周年の記念講演会と特別例会、大懇親会と皆様の

お蔭で無事に楽しく終えることができました。心から
感謝申し上げます。

松本浩平…皆様のお力添えで、60周年を無事に終えることが
できました。ありがとうございました。

高桑秀治…60周年特別例会、厚見会長、米沢実行委員長、お
疲れ様でした。

谷村…60周年記念式典、懇親会、お疲れ様でした。パーフェ
クトに近い運営だったのではないでしょうか。また、過
日は結婚記念日のお花をいただきました。19年です。
20年目もニコニコと。

会務報告
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「地区研修・協議会」の報告

に一斉に行われている予防接種の代金（1人当たり3万

円弱）が節減されること。

など、詳しくわかりやすく話され、皆が真剣に聞き入って

いました。受付にはポリオ撲滅の寄付金ブースが設けられ、

私も募金をして看板にサインをしてきました。

（記　副幹事：石野　一樹）


