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「ロータリーライフの感動に感謝を込めて」

会長　徳野　与志一

　歴史と伝統の誇り、明るさと快
活を紡ぐ金沢東ロータリークラブ
第62代会長を拝命しました、徳野
与志一です。会長ノミニーに指名さ
れました時から、この日が来るこ
とは、予想も覚悟もできていたは

ずなのですが、より一層の緊張感を感じるのは、やはり
「歴史と伝統」の重みなのか、はたまた私の根性なしの
せいなのかわかりませんが、とにかく全身全霊でこの職
に邁進し、その責を全うしたいと思っております。令和元
年という記念すべき年でもあり、日本にロータリークラ
ブが創設されて、ちょうど百年という節目の年でもあり、
2020年は記念すべき東京オリンピック開催の年となり
ます。このように所信を述べようとすると、ますますそ
の重責に押しつぶされるような気になります。

　2019-2020年度のR I会長は、米国アラバマ州
Decaturロータリークラブ所属の弁護士マーク・ダニエ
ル・マローニーという方です。ロータリークラブでの実績
を書き出すと、ページの半分が埋まるくらいの経歴の持
ち主です。そしてRI会長のテーマは「ロータリーは世界
をつなぐ（ROTARY CONNECTS THE WORLD）」
です。1世紀以上も前、若い弁護士としてシカゴに来た
ポール・ハリスは、その時代に友情とネットワークを築く
ためにロータリークラブにその「つながり」を求めたと
言っております。マローニー会長もその精神を尊び、ロー
タリークラブがなければ出会うことがなかった人びと
共通の考えを持った人びと、私たちの支援を必要として
いる人びととつながり、そしてその原点には家庭という
ものがあり、ロータリーも家庭の一部である。そして家
庭から始まるつながりをより強固にするために、会長所

信で強調事項と目標という形で、推奨されております。

　次に地区活動方針を報告します。
　2019-20年度の第2610地区のガバナーは、金沢ロー
タリークラブから輩出の松本耕作氏です。今年度のガバ
ナー方針は「一歩前進しよう（one step ahead）」で
あります。ガバナー曰く、「三歩さがって二歩進む」でも
いいんだよということですが、RI会長のテーマに沿って
活動することを、強く望んでいることが伺えます。
　地区の具体的目標として最初に掲げたのが、「ロータ
リーは世界をつなぐ」を理解・活用してロータリーのビ
ジョンに沿って活動する。そして目標達成のため、全ク
ラブにロータリー賞への挑戦を推奨する。としています。
　また、各クラブへの要望として、クラブにおける戦略
計画の立案と目標の設定を推奨する。そしてその目標に
向かって活動を推進すると明言もされておられます。RI
と地区、そして構成クラブの連携を強く結びつけ、実践
しようとする心意気が伝わってきました。

　さて、私は当クラブのスローガンに「ロータリーライフ
の感動に感謝を込めて」と掲げました。
　ロータリーに入会しなければ、多分会うこともなかっ
たであろう素晴らしいメンバーと少しの時間でも関係を
持てること、価値観を共有できること、親睦を深めるこ
と、いくつもの感動をこのロータリー活動を通して、人と
して生まれてきたこと、生きているということ、生かさ
れているというありがたさ、いくつもいくつも、知らない
ことに気づかせてくれたこと、どれだけ感謝しても足り
ないくらいです。入会の浅いメンバーにこの感動をどの
ようにして伝えていくのか、伝えていかねばならないと
いう責任も感じているところでもあります。そして、この
縁をより深くしてゆく方法を考え、実践しなければと決
意を新たにしているところでもあります。
　委員会活動においても、従来の活動をただ踏襲する
のではなく、委員長の個性が発揮され少しでも変化が
感じられ、活動をより体で実感できる工夫も必要であ
ると考えておりますし、目に見える変化を実現すること
により、マンネリを打破し、感動を大きく伝える一歩に
なればとも考えております。変化を求めるというのは大
げさだと思いますが、時代に適したロータリーになって
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新任挨拶
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2019～2020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 山本　晴一（理）

職業分類
会員選考 髙桑　幸一 厚見　正充

浅田　裕久、小池田康成、諸江　賢二、鈴木　宗幸
若林　智雄、山岸　敬秀   

会員増強 黒木　康生（理） 谷村庄太郎 忠田　秀敏、冨久尾佳枝、水上　誠子

ロータリー情報 別川　　稔 田中　和彦
不室　　昭、北川　義信、越原　悠三、松木　浩一
中島　秀雄、和田　清聡    

親　　睦 木藤衣妃子（理） 白川ひとみ

相原　信康、渕上　司朗、橋浦　康友、石川　仁志
小西　敏雄、久米　　剛、三井　正哉、鍋谷　一貴
長嶋　宏明、長渡　史将、中井　弘之、塩村　秀樹
外山　正修、椿原　丈士、山岸　敬広、山瀬真由美
山城　大助

出　　席
ニコニコ 為廣　　薫 宮本　亮一 金谷　道憲、三井　誠司

プログラム 藤弥　昌宏（理） 中村　和哉 根布　　寛、大場　　司、竹松　俊一、米沢　　寛

会　　報
広　　報
雑　　誌

蟹瀬　　克 井上英一郎 金子　福夫、笠間　史盛、大島　国雄、太田　光尋

職業奉仕
（ロータリー･ボランティア）

松本　浩平（理） 野村　圭作 橋本　好哲、西川　英治、岡田　直樹、山﨑　修二

社会奉仕
青少年奉仕

能登健太朗（理）

環境保全
人間尊重 山縣　秀行（理） 気谷　源嗣 中川　　衛、坂本　憲一

地域発展
奨学財団 絹川　善隆 三平　佐弓 安達　　洋、日根野幸子、木村　道明、我妻　博志

協同奉仕
（ローターアクト）

松本　健夫 村端　一男 鏑木　基由、木屋　満晶、小池田　均

協同奉仕
（インターアクト）

朝倉　宏太（理） 山崎　勝治 市川　元久、湊　　康久、横山　秀雄

国際奉仕
（ロータリー友情交換）

紙谷　一成（理）

国際青少年計画
世界社会奉仕 渡辺　数磨 岩本　秀成 浅田　久太、二木　克明、北　総一朗、高岩　勝人

ロータリー財団
米山記念奨学会 浅野　達也 髙多　倫正 宮本　秀夫、本谷　裕二、奥ノ坊　誠、鷺　　佳憲

会　長 徳野与志一（理） 理　事（職業奉仕） 松本　浩平
副会長（会長エレクト） 小池田康秀（理） 理　事（社会奉仕・青少年奉仕） 能登健太朗
副会長（クラブ奉仕・会長ノミニー） 山本　晴一（理） 理　事（国際奉仕） 紙谷　一成
幹　事 向井　健夫（理） 理　事 朝倉　宏太
副幹事 大島　淳光 理　事 藤弥　昌宏
S A A  平野　利康（理） 理　事 木藤衣妃子
副SAA 南　　志郎 理　事 黒木　康生
会　計 岩木　弘勝（理） 理　事 山縣　秀行
監　査 高桑　秀治 
直前会長 中田　吉則（理） 直前幹事 石野　一樹

 ＜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長 中田　吉則 
  インターアクト委員　　南　　志郎 危機管理委員   
  国際奉仕委員　　　　　冨久尾佳枝 国際青少年交換委員 竹松　俊一 
  広報委員　　　　　　　田中　和彦 会員拡大増強委員 厚見　正充 
  米山奨学会委員　　　　浅野　達也 　　　(2019,7,1 より実施）



幹事　向井　健夫

　このたび2019-2020年度クラ
ブ幹事を仰せつかった向井健夫
でございます。入会7年経過し大
役を引き受けることになりました。
どうぞよろしくお願いいたします。

幹事にご指名してくださった徳野与志一会長と理事役
員の方々と共に、この一年間クラブの良好な運営にお役
に立てるよう粘り強く努力してまいります。
　入会以来、親睦委員、協同奉仕（ローターアクト）委員、
出席ニコニコ委員長、親睦委員長、協同奉仕（ローター
アクト）委員長、ロータリー財団米山奨学会委員長を
経験させていただきました。またRLI（ロータリーリー
ダーシップ研究会）を受講した経験を生かして皆さん
のお役に立てればと思っております。また米山奨学生
の李さんのカウンセラーも引き続き3月まで継続して務
めることとなっております。私は54歳という比較的遅い
入会で、現在還暦過ぎたこの歳で大役の幹事を務める
となりますので、これで燃え尽きてしまっても良いので
はないかとも思っております。
　私事ですが、今年の3月20日に前立腺癌治療の手術
をいたしました。皆さんご存じの通り徳野会長も闘病中

です。会長・幹事癌癌コンビとなっております。私の病
状はいたって温和で全く大したことはないのですが、治
療の副作用対策で飲酒を1年間止められました。なんで
この時期に酒が飲めないのだ～！と残念で仕方ありま
せん。一部の方々には事情を説明してノンアルで通して
おりますが、これが吉と出ますか凶とでますか。
　さて徳野会長はスローガンを「ロータリーライフの感
動に感謝を込めて」と掲げられました。私はこのスロー
ガンには、今までの会員が築き上げてきた会員相互の
良い関係に対する感謝する心と、この感謝を如何に伝
えていくかということを今年の課題とされているよう
に理解しております。このスローガンのもと改めて第2
回のクラブ協議会に臨むと、みなさんから若手が多く
なったと評価されました。この若手の方々にも感謝の
伝道師となっていただけるよう協力をお願いし、わたく
しも精一杯努力いたします。
　クラブ幹事の名刺を頂きました。裏面の英文での肩
書がSECRETARYとなっております。私は徳野会長の
良き秘書役となり、クラブ運営の調整役として微力なが
ら尽くして参りたいと存じますが、至らぬ点が多く出て
くることが容易に想像されます。どうか皆さんの寛大
な心とお力添えを賜りまして、健康なままで使命を全う
できますようによろしくお願い申し上げます。

❖  7 月 1 日（月）例会 ❖

■ソング
“君が代”

“奉仕の理想”

■本日の卓話
 7月  1日  会長・幹事新任挨拶

■例会卓話予定
 7月  8日  臨時総会（決算・予算）　5大奉仕委員長新任挨拶

 7月22日  北陸スポーツ振興協議会㈱

  金沢武士団（カナザワサムライズ）

  代表取締役　中
なか

野
の

秀
ひで

光
みつ

氏（金沢みなとRC）

  「スポーツを通したまちづくり ～夢へのチャレンジ～」

 7月29日  交換学生　高
たかいわゆうすけ

岩佑輔君 「帰国報告」

■ ニコニコ Box（敬称略）

中田…1年間、何とか会長職を無事に終えることができまし

た。会員皆様、ありがとうございました。

石野…1年間、大変お世話になりました。理事・役員・メンバー

の皆様のお蔭で何とか幹事職を終えることができそ

うです。あっという間の1年間と言いたいところですが、

そうではなかったです。皆様、本当に1年間ありがとう

ございました。

鈴木博竹…3年間、大変お世話になりました。金沢での思い

出を大切にし、今後も頑張っていければと思っていま

す。本当にありがとうございました。

徳野…中田会長、石野幹事、理事・役員の皆様、1年間、本当

にお疲れ様でした。

向井…過日（6/8）の話になりますが、今年度最後のグリーン

会ゴルフコンペで優勝してしまいました。102打の百

叩きでしたが、5つあったパーのホールが全て隠しホー

ルから外れ、ネットがアンダーパーになるというラッ

キー優勝です。今後も幸運を願ってニコニコBOXいた

します。

市川…先日のグリーン会で準優勝となりました。いつも楽し

く参加させていただいております。次回も楽しみです。

塩村…誕生日のお祝をいただき、ありがとうございました。

三井誠司…結婚記念日祝いのお花をありがとうございまし

た。

岩本…1年間、本日をもちまして無事にニコニコ委員長として

の職責を果たすことができ、お世話になり、本当にあ

りがとうございました。

　合計　1,546,049円　

❖  6 月 24 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告

  6月  3日 51 ／ 99　ホームクラブ　51.52％

  5月20日 77 ／ 99　補正出席率　　77.78％

　　　　　　　　　　　　　   （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

ゆくことのほうが大事なのではと思い、小さなことを積
み上げてゆくような努力をしてみたいと思っています。
　そしてまた、地区からの要望でもある金沢東ロータ
リークラブとしての戦略計画の立案の骨子あるいは基
本的な考え方の基礎、それを実践するための手段を構
築することも、今期の使命として受け止めているところ
でもあります。メンバーと十分話し合い、議論しロータ
リーを通じてより多くの奉仕をいかに実現してゆくか。
本来の基本に立ち返り運営に努力したいと思います。
　これまで例会の席で、従来月一度ではありますが、
「四つのテスト」の唱和をしてまいりました。今期はそ
れに加え「ロータリーの目的」も例会会場に掲げたいと
思います。入会以来、目にすることもなかった「ロータ
リーの目的」も、メンバー諸氏の心に語り掛け奉仕の根
本を常に心で感じていてほしい、そしてそのことがロー

タリアンとしての自覚をより一層目覚めさせ、感動あふ
れるロータリーライフに感謝ができる一年にしたいと考
えております。

　さらに今年度は、ガバナーが金沢ロータリーであるこ
ともあり、たくさんの金沢東クラブメンバーが地区役員
として出向して頂くことになりました。ご紹介します。国
際青少年交換委員長・危機管理委員中田吉則会員。国
際青少年交換委員竹松俊一会員。会員拡大増強委員厚
見正充威会員。ローターアクト委員木屋滿晶会員。イン
ターアクト委員南志郎会員。国際奉仕委員冨久尾佳枝会
員。広報委員田中和彦会員。米山奨学会委員浅野達也
会員。以上の方々です。よろしくお願い申し上げます。
　金沢東ロータリークラブの会員の皆さま、今年度一年
間、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

〈 例会メニュー 〉
7/  1 〈和食〉海鮮丼＆海鮮汁
7/  8 〈中華〉クミンの香りと冷やし中華麺
7/22 〈洋食〉カツカレー夏野菜添え
7/29 〈中華〉“食欲そそる、大蒜、生姜の香り”

中田会長から徳野新会長へ 石野幹事から向井新幹事へ

新旧会長･幹事
バッジ交換

（ 6 月 24 日例会）
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◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日　時：7月1日（月）　11：30 ～
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F
出席予定者： 相原、橋浦、山岸敬広、別川、徳野、向井、米沢、

小池田康秀、平野、紙谷、竹松

◆米山カウンセラー研修会
日　時：7月6日（土）　14：00 ～ 16：00
場　所：ホテル金沢4F「竹の間」
出席予定者：向井

◆新旧理事役員会
日　時：7月8日（月）　11：30 ～
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F

◆金沢8ＲＣ合同幹事会
日　時：7月8日（月）　16：00 ～
場　所：金沢東急ホテル5F
出席予定者：向井

◆社会奉仕委員長会議
日　時：7月13日（土）　14：30 ～ 16：30
場　所：金沢ニューグランドホテル4F「金扇」
会　費：1,000円（クラブ負担）
出席予定者：能登

◆7月親睦委員会
日　時：7月17日（水）　18：30 ～
場　所：玉泉邸
会　費：10,000円

◆クラブ広報委員長会議
日　時：7月21日（日）　10：30 ～ 12：00
場　所：石川県地場産業振興センター本館1F「第7研修室」
出席予定者：蟹瀬

◆会員増強委員長会議
日　時：7月27日（土）　14：00 ～ 16：00
場　所：石川県地場産業振興センター新館「第12研修室」
会　費：1,000円（クラブ負担）
出席予定者：黒木


