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会長　中田  吉則

　この度、60 年の歴史と伝統

を誇る金沢東ロータリークラブ

61 代の会長を拝命致しました。

大変に身の引き締まる思いと責

任の重大さを痛感しております。

　本年度は、当クラブの盛大な

60 周年事業を終えた後の年と

なりますので、祭りの後の虚しさとならないように、

地域の奉仕と会員相互の親睦を中心に活動をしてい

く所存ですので、会員各位のご指導ご鞭撻のほどよ

ろしくお願い致します。

　本年度の RI 会長のバリー・ラシン氏はバハマで

病院経営に永年従事された方です。実は 2017 年 7

月にサム・オオリ氏が RI 会長エレクトとして就任さ

れましたが、その２週間後に逝去され、急遽 2017

年 9 月に RI 会長エレクトに就任されました。

　2018 ～ 2019 年 度 の RI 会 長 テ ー マ は、「BE 

THE INSPIRATION」です。

　私には日本語の訳として適切な言葉が思いつきま

せんが、あえて超訳すれば支援者や発起人など、「他

を動かす力になろう」ということだと理解しています。

　RI 会長の目指すものは、ロータリーの活動がもっ

と世間から注目されるべきであるという事に尽きる

と思います。そのためには、まずロータリーの会員

がロータリーについて十分に知らなければならない

し、そうでなければロータリーの会員としての恩恵

を十分に享受していないのでもったいないと思って

おられます。

　この観点から 2018-19 年度のロータリー賞 ( 毎

年表彰はあります ) として、クラブのサポートと強化、

人道的奉仕の重点化と増加、公共イメージと認知度

の向上の３点につき、ある程度達成されたクラブを

表彰し、更に素晴らしい実績を残されたクラブには

ロータリー会長特別賞を贈るとしています。

　本年度の第 2610 地区の若林啓介ガバナーは、RI

会長の上記のテーマを受けて、地区活動方針を「ロー

タリーを知ろう、知ってもらおう」と掲げました。

まさに正鵠を射るテーマです。今年度地区において

昨年との変化が１つあります。組織として、新たに「日

本青少年交換研究会　金沢会議　実行委員会」が

新設されました。予算も 100 万円計上されています。

この会議は毎年日本全国の青少年交換に関する共

通の課題や情報を共有する会議で、日本全国から約

400 名の登録があります。

　RI 会長や地区ガバナーのテーマや活動方針を受

けて私のクラブ運営として、「新たなる出発　原点

への回帰」というスローガンを掲げました。金沢東

ロータリークラブも還暦を過ぎて、また新しい 60

年が始まります。ロータリー活動の原点とは、地域

社会への貢献と会員相互の親睦が２本柱ですが、昨

今のインターネット社会では e クラブも正式なロー

タリークラブとして認められていますし、活動の仕

方や活動内容の発表方法などハイテク時代に合致し

たロータリーの在り方が求められています。会員の

多くの方々が My ROTARY に登録し、利用できる

ようになってほしいと思います。更に前述した RI 会

長のロータリー会長特別賞の受賞を目指してクラブ
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新任挨拶

2018〜2019年度 金沢東ロータリークラブ理事・役員・委員会構成

委員会 委員長 担当委員長 副委員長 委　　　　　員

クラブ奉仕 小池田康秀（理）

職業分類
会員選考 中島　秀雄 不室　　昭 浅田　裕久、諸江　賢二、和田　清聡、山﨑　修二

会員増強 浅野　達也 野村　圭作 浅田　久太、金谷　道憲、鷺　　佳憲、我妻　博志

ロータリー情報 髙桑　幸一 鈴木　宗幸
安達　　洋、北川　義信、小池田康成、若林　智雄
米沢　　寛

親　　睦 小池田　均 渡辺　数磨

荒木　吉雄、粟田　真人、渕上　司朗、市川　元久
鏑木　基由、久米　　剛、三井　正哉、三井　誠司
長嶋　宏明、長渡　史将、奥ノ坊　誠、太田　光尋
大場　　司、為廣　　薫、外山　正修、椿原　丈士
椿原　正浩、横山　秀雄

出　　席
ニコニコ 岩本　秀成 木屋　満晶 蟹瀬　　克、鈴木　博竹

プログラム 紙谷　一成（理） 絹川　善隆 別川　　稔、木村　道明、根布　　寛、髙多　倫正
田中　和彦、柳内　清孝

会　　報
広　　報
雑　　誌

三平　佐弓 黒木　康生 粟森　昌哉、本谷　裕二、坂本　憲一

職業奉仕
（ロータリー･ボランティア）

井上英一郎（理） 山縣　秀行 橋本　好哲、岡田　直樹、酒井　道行、山岸　敬秀

社会奉仕
青少年奉仕

松本　浩平（理）

環境保全
人間尊重 谷村庄太郎（理） 木藤衣妃子 笠間　史盛、北　総一朗、宮本　秀夫、中村　和哉

地域発展
奨学財団 白川ひとみ 気谷　源嗣 忠田　秀敏、久田　欣一

協同奉仕
（ローターアクト）

宮本　亮一（理） 二木　克明 湊　　康久、水上　誠子、山崎　勝治

協同奉仕
（インターアクト）

南　　志郎（理） 朝倉　宏太 日根野幸子、金子　福夫

国際奉仕
（ロータリー友情交換）

能登健太朗（理）

国際青少年計画
世界社会奉仕 大島　淳光（理） 村端　一男 冨久尾佳枝、越原　悠三、松本　健夫、高岩　勝人

ロータリー財団
米山記念奨学会 竹松　俊一 増田　成利 松木　浩一、中川　　衛、西川　英治、大島　国雄

会　長	 中田　吉則（理）	 理　事（職業奉仕）	 井上英一郎
副会長（会長エレクト）	 徳野与志一（理）	 理　事（社会奉仕・青少年奉仕）	 松本　浩平
副会長（クラブ奉仕・会長ノミニー）	 小池田康秀（理）	 理　事（国際奉仕）	 能登健太朗
幹　事	 石野　一樹（理）	 理　事	 紙谷　一成
副幹事	 向井　健夫	 理　事	 南　　志郎
S A A 	 藤弥　昌宏（理）	 理　事	 宮本　亮一
副SAA	 平野　利康	 理　事	 大島　淳光
会　計	 岩木　弘勝（理）	 理　事	 谷村庄太郎
監　査	 高桑　秀治	
直前会長	 厚見　正充（理）	 直前幹事	 山本　晴一

	 ＜地区役員＞	 ローターアクト委員　　木屋　満晶	 国際青少年交換委員	 中田　吉則	
	 	 インターアクト委員　　南　　志郎	 国際青少年交換委員	 竹松　俊一	
　　　	 (2018,7,1 より実施）				



幹事　石野  一樹

　この度 2018 － 2019 年度の

幹事を仰せつかりました石野一

樹です。今年は 60 周年のテー

マである「継魂新才」の大事な

スタートの年ということで、幹

事 としてそ の 責 任 の 重 さに身

が引き締まる思いでありますが、

敬愛する中田会長を一所懸命支え、61 年目に相応

しいクラブ運営と発展に寄与したいと思います。

　ロータリーに入会して 10 年目になりますが、今

まで決して熱心に活動をしていたとは言えない私に、

諸先輩方がいつも優しく、気さくに関わってくださり

いろいろなことを教えてくださりました。そして、私

の長女と長男がオーストラリアへ交換学生として一年

間の長期留学に行かせていただき、親子ともども金

沢東ロータリークラブの皆様のお陰で貴重な成長の

機会を得ることができたと思っております。家内も

ホストマザーの皆様と楽しくお付き合いをさせてい

ただいているようで、つくづく人との縁が自分たち

の人生を形づくっていくなあと感謝の念を抱きなが

ら実感しております。今年は今までのそのご恩に対

して、少しでも恩返しができるチャンスの年だと考え

ております。

　本年度、中田会長は「新たなる出発　原点への回

帰」というスローガンを掲げられました。運営方針

には、バリー・ラシン RI 会長のロータリー賞の受賞

を目指して活動したいともされています。もちろん

受賞が目的ではありませんが、長年継続されてきた

活動に具体的な目標を設定することで、現在行われ

ている活動がどのような背景で始められたのか、ま

たその目的は何なのかなど、皆で見つめなおす良

い機会になるかと思いますので、関連の委員長の皆

様とそのような場を創って参りたいと考えておりま

す。そして今年は、新しく組織された「日本青少年

交換研究会　金沢会議　実行委員会」が 5 月下旬

に開催されます。我が子がお世話になった身として

も、関連する委員長の皆様と成功に向けての支援を

行っていきたいと思います。

　幹事の役割は、クラブの調整役と伺っております。

是非、中田会長の方針の具現化に向けて、人間性豊

かな皆様がお互い楽しく親睦を深めながら、自由闊

達な会風の中で実りある地域貢献活動に繋がるよう

微力ながら全力を尽くして参ります。

　至らぬ点も多々あろうかと思いますが、そこはロー

タリーの友情に免じて許していただき、皆様のご指

導、ご鞭撻を賜りたいと思っております。入会 10

年目を迎え私自身も「新たなる出発　原点への回帰」

をスローガンに精進して参ります。一年間、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。

❖ 7 月 2 日（月）例会 ❖

■ソング
“君が代”
“奉仕の理想”

■本日の卓話
 7 月  2日  会長・幹事新任挨拶

■例会卓話予定
 7 月  9日  臨時総会（決算・予算）
  ５大奉仕委員長新任挨拶
 7 月23日  ダイワ通信㈱代表取締役社長
  岩

いわもとひでなり

本秀成氏（金沢東RC）
  「伸びゆくセキュリティ市場への挑戦」
 7 月30日  ANAホリディ・イン金沢スカイ総支配人
  久

く め

米　 剛
つよし

氏（金沢東RC）
  「ホテル業早わかり」
 8 月  6日  交換学生　藤

ふ じ や た く ま

弥巧磨君
  「帰国報告」
 8 月13日  休会
 8 月20日  日本航空㈱北陸支店長　伊

いとうよしたか

東芳隆氏

■ニコニコBox（敬称略）
厚見…一年間、ありがとうございました。皆様に感謝あるのみ

です。
山本…皆様のお蔭で幹事のお役を務めることができました。

改めて、心より感謝申し上げます。ありがとうございま
す。

岩木…厚見会長、山本幹事、一年間、大変お疲れ様でした。楽
しいクラブ運営をありがとうございました。これからも
よろしくお願いいたします。

小池田均…一年間、ありがとうございました。
厚見…小池田ニコニコ委員長、毎回、楽しいコメントをありが

とうございます。本日、最後なので期待しています！
徳野…厚見会長、山本幹事、一年間本当にご苦労様でした。
白川…厚見会長、山本幹事、会員増強委員会へのサポート、本

当にありがとうございました。また、増強委員長という
機会を与えてくださったことにも、心から感謝しており
ます。一年間、お疲れ様でした。

鈴木宗幸…この度、弊社鈴木建設グループは創業70周年を
迎えることができました。これも地域の皆様のお蔭と

思っています。この機に社長も交代し、会長に就任いた
しました。これからもよろしくお願いいたします。

紙谷…グリーン会ゴルフコンペで優勝しちゃいました。次回は
名誉ある『ベスグロ』を目指して頑張ります。ありがと
うございました。

谷村…誕生日に美味しいコーヒーをいただきました。多分、47
歳となりました。40代後半もニコニコと全力で進みま
す。

高桑秀治…結婚記念日にお花をいただきました。ありがとう
ございます。

三井誠司…結婚記念日に素敵なお祝をありがとうございまし
た。単身赴任の殺風景な部屋が一気に華やぎました。

鈴木博竹…結婚記念日のお祝いをありがとうございました。こ
れからも夫婦ともども仲良く頑張ります。

荒木…遅くなりましたが、結婚記念のお花をありがとうござい
ました。

　累計　1,875,750円　

❖  6 月 25 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 6 月  4日 48 ／ 98　ホームクラブ　48.98％
 5 月25日 98 ／ 98　補正出席率　　100％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員5名）

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

の活性化と強化を進めたいと思います。具体的には、

後述のクラブサポートと強化の中の３項目、人道的

奉仕の重点化と増加から３項目、公共イメージと認

識度の向上から３項目の達成を、関連の各委員長の

皆様にお願いします。同様にローターアクトクラブ対

象のロータリー賞とインターアクトクラブ対象のロー

タリー賞もありますので、特に社会奉仕・青少年奉

仕に関わる委員長におかれましては、サポートして

あげてください。また国際奉仕に関わる委員長に置

かれましては、前記の「日本青少年交換研究会　金

沢会議　実行委員会」の支援をよろしくお願い致し

ます。開催日は 2019 年 5 月 25 日～ 26 日で、開

催場所は金沢駅周辺と既に決定しています。

　最後に、ロータリーの活動が世間からもっと注目

されるためには、国際ロータリーでは言葉よりも画

像を通じて告知することが重要であると考えていま

す。是非いろいろな場面の画像を録って、会員や地

域に広く宣伝広告してください。

　なお、本年度は地区ローターアクト委員会に木屋

満晶氏、地区インターアクト委員会に南志郎氏、地

区国際青少年交換委員会に竹松俊一氏と私が出向し

ます。さらに竹松俊一氏と私は、日本青少年交換研

究会 金沢会議 実行委員会の部会長の職も兼務とな

ります。

　皆さまご支援の程をよろしくお願い致します。

◆ロータリー情報委員会（新会員研修会）
日　時：7月2日（月）　11:30 ～
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F
出席予定者：渕上、三井正哉、長嶋、中田、石野、髙桑幸一、
　　　　中島、厚見、別川、不室、根布

◆会計監査
日　時：7月6日（金）　16:00 ～
場　所：金沢東RC事務局
出席予定者：高桑秀治、岩木

◆米山奨学生カウンセラー研修会
日　時：7月7日（土）　14:00 ～ 16:00
場　所：ホテルグランテラス富山　4F「瑞雲の間」
出席予定者：向井

◆第１回クラブ会員拡大増強委員長会議
日　時：7月14日（土）　13:30 ～ 15:30
場　所：富山電気ビル　5F「中ホール」
出席予定者：浅野

◆クラブ広報委員長会議
日　時：7月15日（日）　14:00 ～ 16:00
場　所：石川県地場産業振興センター新館「第10研修室」
出席予定者：黒木

◆前年度プログラム委員会
日　時：7月17日（火）　18:30 ～
場　所：春次郎
会　費：10,000円

◆第１回クラブ職業奉仕委員長会議
日　時：7月22日（日）　13:30 ～ 16:00
場　所：石川県地場産業振興センター新館「第13研修室」
出席予定者：井上

◆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

〈 例会メニュー 〉
7/2 〈和食〉文月定食
7/9 〈中華〉夏にぴったり中華料理
7/23 〈洋食〉夏野菜カレーミルフィーユカツ添え
7/30 〈中華〉夏の定番冷やし中華


