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例会日：毎月曜日  12:30 ～ 13:30
例会場：ANAホリデイ・イン金沢スカイ

会長：中　田　吉　則
幹事：石　野　一　樹
会報：三　平　佐　弓

2018 - 2019年度金沢東RCスローガン「新たなる出発　原点への回帰」
写真提供：金沢市

職業奉仕委員長
井上英一郎

　今年度、中田会長のもと職業奉仕
委員長を仰せつかりました井上英
一郎です。「旅行の幹事すればいい
だけやし、簡単やわいね」と会長か
ら打診されまして、いつものことな
がら基本的には「イエスかハイ」し
か無いのでお引き受けすることにし
ましたが、いざ「職業奉仕」という言

葉に向き合った時にどうすればいいのかと考えさせられ
ました。「運営方針」にも書きましたが、会員がプロフェッ
ショナルとしてそれぞれの道に精進することで得た知識
知見をクラブに持ち寄り、クラブ運営に活かすことが職業
奉仕の原点かと思います。最大のイベントである職業奉仕
の研修旅行は、仕事上ご縁がございます住友グループ・住
友家の展示館とお庭（京都方面）を訪ねる予定であります。
住友家の祖業は別子銅山における銅の精錬業ですが、家
訓に由来する事業精神に「萬事入精」（ばんじにっせい）、
「信用確実」（しんようかくじつ）、「不趨浮利」（ふすうふ
り）などがあります。変化のスピードが速い時代です。世の
中の変化に目を奪われがちですが、だからこそ変えてはな
らないものが重要な意味を持つのではないでしょうか。
　前年度60周年を迎え、今後さらに輝かしい歴史を刻む
べく、中田年度はまさに「新たなる出発　原点への回帰」
のスタートの年であります。400年続く住友家の精神から、
末永く健全に事業を続けるヒントを皆様と一緒に探す一年
にしたいと考えております。
　今まさにAI時代の幕開けです。100周年を迎える40年
後は職業そのものが現在と大きく変わっているかも知れ
ません。それでもロータリアンひとり一人が職業を通じて
奉仕活動をするという基本は何一つ変わらないでしょうし、
またその信念はずっと受け継がれていくと信じています。
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新任挨拶
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第4回グリーン会ゴルフコンペ開催

　去る6月9日、第4回グリーン会ゴルフコンペが、片山
津ゴルフ倶楽部「加賀コース」で開催されました。梅雨
入り直前、涼しく、風も無く、素晴らしいコンディション
でのラウンドでした。片山津ゴルフ倶楽部に新しく導入
されたナビカートでは、5組20名全員のスコアがタイ
ムリーに表示され、上位争い・下位争い等が繰り広げら
れ、大変楽しいラウンドとなりました。その後「六角堂
Grill&Bar」に会場を移し、厚見会長、山本幹事にも駆
けつけて頂き表彰式及び納会を行いました。市川会員
は後半からペースを崩すことなく見事ベストグロス賞
を獲得しました。そして優勝者の紙谷会員からは「メン
バーに恵まれ楽しいプレイができました」と挨拶頂き
ました。3位の本谷会員は仕事の為、残念ながら記念撮
影には入る事ができませんでしたが、後日成績報告を
させて頂いております。本年度、厚見会長年度のグリー
ン会への多数のご参加有難うございました。次年度グ
リーン会、第１回は9月1日(土)、第2回は11月24日（土）
開催予定です。皆様のご参加をお待ちしております。
　なお、成績は以下の通りです。

≪成　績≫	 OUT	　IＮ	 GROSS	 HDCP	 NET

■優　勝……紙谷　一成	 47	 46	 93	 20.4	 72.6
■準優勝……田中　和彦	 48	 48	 96	 22.8	 73.2
■３　位……本谷　裕二	 49	 51	 100	 25.2	 74.8
≪特別賞≫
■ＢＧ賞……市川　元久	 ■水平賞……藤弥　昌宏
■大波賞……横山　秀雄	 ■小波賞……安達　　洋	
■ＤＣ賞…紙谷　一成、市川　元久
■ＮＰ賞…田中　和彦２、市川　元久、安達　　洋



■ ニコニコ Box（敬称略）
岩本…本日は卓話をさせていただきますので、最後までお付

き合いの程、よろしくお願いいたします。
根布…県立美術館で1か月に亘って開催しました「若冲と光

瑶展」は5万7千人の入場者で大盛況のうちに昨日、閉
会しました。次は26日からの「広重展」です。こちらも
楽しみです。皆様、是非ご鑑賞ください。

藤弥…昨日、1年間の留学を終え、息子の拓磨が無事帰国い
たしました。素晴らしい機会をいただき、心から感謝
申し上げます。8／6に帰国報告をさせていただきます
ので、よろしくお願いいたします。

三井正哉…本日、この例会終了後、サマージャンボ宝くじの販
売をさせていただきます。是非ご購入をよろしくお願
いいたします。当たる可能性のある宝くじを準備して
います。

外山…誕生日のプレゼントをありがとうございました。お互
い夏バテをせぬよう夏を乗り切りましょう！

　合計　201,529円　

❖  7 月 23 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
	7	月		2日	 72 ／ 101　ホームクラブ　71.29％
	6	月25日	 75 ／ 98　		補正出席率　　76.53％
　　　　　　　　　　　　　			（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

◆ロータリー情報委員会（新会員研修会）
日　時：8月6日（月）　11:30〜
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18F
出席予定者：石川、中田、石野、髙桑幸一、浅田裕久、不室

◆ガバナー補佐訪問　会長幹事懇談会
日　時：8月20日（月）　11:00〜12:00　
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18F
出席予定者：G補佐、会長、会長エレクト、副会長、幹事、副幹事

◆ガバナー補佐訪問　クラブ協議会
日　時：8月20日（月）　13:40〜14:30　
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18F
出席予定者：理事、役員、各委員長

◆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

◆第１回グリーン会ゴルフコンペ
日　時：9月1日（土）　9:06スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」

◆職業奉仕研究セミナー
日　時：9月9日（日）　14:00〜16:00
場　所：石川県地場産業振興センター新館「コンベンションホール」
講　演：日本のロータリー 100周年委員
　　　　パスト・ガバナー　本田博己氏（前橋RC）
　　　　「職業奉仕について」

◆国際ロータリー第2610地区2018-19年度地区大会
地区大会１日目〈10月27日土〉
　13:00〜17:00　指導者育成セミナー	 富山国際会議場
　　出席対象者：会長、幹事、次期会長、次期幹事、
　　　　　　　　5大奉仕委員長
　18:00〜19:30　RI会長代理ご夫妻歓迎夕食会	富山電気ビル
　　出席対象者：会長、幹事（別途登録料12,000円）
地区大会２日目〈10月28日日〉
　13:00〜17:00　本会議Ⅰ・Ⅱ・記念講演	 富山国際会議場
　18:20〜20:00　大懇親会　ANAクラウンプラザホテル富山
　　出席対象者：全会員、ご家族、交換学生、米山奨学生
大会登録料：会　員11,000円（内クラブ負担2,500円）
　　　　　　ご家族		8,000円

〈	例会メニュー	〉
7/30	〈中華〉夏の定番冷やし中華
8/6	 〈和食〉海鮮丼
8/13	　休会
8/20	〈中華〉絶品XO醤を使用した小海老の炒めをメインに
8/27	　夏の納涼例会（六角堂G&B)

8/13㈪は休会です

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 30 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」

■例会卓話予定
	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
	 	 「未定」
	8	月27日		 夏の納涼例会（六角堂	Grill&Bar）
	9	月		3日		 RI第2610地区ガバナー		若

わかばやしけいすけ

林啓介氏（富山RC)
	 	 「ガバナー公式訪問」

■おめでとう（敬称略）
◎６月年間皆出席祝
34ヵ年　山岸　敬秀	 	21 ヵ年　別川　　稔
	14 ヵ年　中田　吉則	 	13 ヵ年　山本　晴一
11ヵ年　小池田康秀	 	11 ヵ年　竹松　俊一
10ヵ年　朝倉　宏太	 			7 ヵ年　根布　　寛
		6 ヵ年　能登健太朗	 			5 ヵ年　井上英一郎
		5 ヵ年　木村　道明	 			5 ヵ年　宮本　亮一
			3 ヵ年　黒木　康生	 			3 ヵ年　南　　志郎
			1 ヵ年　三井　誠司

会務報告


