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国際奉仕委員長

紙谷　一成

　本年度、徳野会長のもと国際

奉仕委員長を拝命致しました紙

谷	一成です。私は高校時代、当ク

ラブから交換留学生としてアメリ

カへ派遣して頂きました。世界が

グッと身近に感じ、大きく視野が広がった掛け替えのな

い経験でした。30年以上経った今もホストファミリーと

の交流はSNSなどを通じて続いており、国際交流の意

義や楽しさを改めて感じています。このプログラムが途

切れることなく実施され、今度は私が送り出す側の担

当として、未来ある青少年のためにお役に立てることは

大変感慨深いものがあります。当委員会は、国際青少

年計画・世界社会奉仕委員会は渡辺	数磨	委員長、ロー

タリー財団、米山記念奨学会委員会は浅野	達也	委員

長で活動して参ります。本年度は長期留学生として8月

より松本	諒さんを第7080地区（カナダ）へ派遣致しま

す。また、受入側として現在留学中のJovian	Aorangi	

Taylor君をはじめ、8月に新たにアメリカからHannah	

Riley	Kristensenさんを受け入れる予定です。さらに

今年度は第2610地区がベルギー短期交換留学プログ

ラムのホストの年で8月の1週間、ベルギーの留学生を

受け入れる予定です。米山奨学生につきましては中国か

ら金沢美術工芸大学院生　李佳妮さんを受け入れてお
ります。会員の皆様に財団や奨学生の目的や意義をご

理解頂き活動して参ります。微力ではございますが、3

名しっかりと連携して事業を進めて参りますので何卒宜

しくお願い申し上げます。

金沢東ローターアクトクラブ

会　長　池田　洋介

　金沢東ローターアクトクラブ　

2019-2020年度　会長を務めさ

せて頂く池田洋介と申します。

　私たち金沢東ローターアクトク

ラブは他地区のクラブと比較して

も、多くの方々に所属して頂いています。そのため、ロー

ターアクト無しでは知り合えなかった様々な業種の方々

と交流できることは、とても意義のある事だと思ってい

ます。

　ローターアクトの楽しみは色々な人と出会い、知り合

うことが出来ることだという思いから、今年度のター

ゲットを「輪を広げる」と定めました。ローターアクトを

通じて色々な人との輪を広げられるように今年度は活

動していこうと考えています。

　しかし、昨年度までは、ローターアクト活動の参加率

があまり良くなかったこともあり、せっかくの機会をメ

ンバー全員で楽しむことが出来なかったと思っています。

全員で楽しむことが大切だと思いますので、多くの人に

参加を呼び掛けたいと思っています。

　最後になりますが、昨年度は45周年記念例会をロー

タリーの皆様のご協力のお蔭で開催することができま

した。本年度は地区代表輩出クラブということもあり、

より実りのある一年にしたいと考えております。これか

らも、ロータリーの皆様に応援していただけるようなク

ラブになるように頑張りますので、引き続きご支援の程、

よろしくお願い申し上げます。
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新任挨拶



	 7ヵ年	 能登健太朗	 6ヵ年	 井上英一郎

	 6ヵ年	 木村　道明	 6ヵ年	 宮本　亮一

	 4ヵ年	 黒木　康生	 4ヵ年	 南　　志郎

	 2ヵ年	 三井　誠司	 1ヵ年	 渕上　司朗

	 1ヵ年	 岩本　秀成	 1ヵ年	 三井　正哉

	 1ヵ年	 長嶋　宏明	 1ヵ年	 白川ひとみ

■ ニコニコ Box（敬称略）
中野（金沢みなとRC）…本日、卓話をご清聴いただき、あ

りがとうございました。謝礼はニコニコBOXへ入れ

させていただきます。

藤弥…本日は金沢武士団（カナザワサムライズ）の中野社

長に卓話をいただきます。お忙しい中、ありがとうご

ざいます。引き続き、夢の実現に向かって共に頑張り

ましょう。それから、7／20よりジョビアンが我が家

に来ました。初めてのホストファミリー、頑張ります。

徳野…日本の平和に感謝して、ニコニコと。今週も素晴らし

い週になりますように祈念して。

為廣…前回の例会の後のサマージャンボ販売会で、隣にい

らっしゃった厚見会員がご神託により宝くじを選ん

でくださいました。

　合計　127,400円　

❖  7 月 22 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
		7月		1日	 60 ／ 101　ホームクラブ　59.41％

		6月24日	 77 ／ 98		　補正出席率　　78.57％

　　　　　　　　　　　　　			（出席免除会員6名）

〈 例会メニュー 〉
7/29	〈中華〉“食欲そそる、大蒜、生姜の香り”

◆ベルギー短期交換学生受入オリエンテーション
日　時：8月3日（土）　13：30～ 15：00
場　所：石川県国際交流協会「大研修室」
出席予定者：渡辺

◆ベルギー短期交換学生さよならパーティー
日　時：8月17日（土）　18：00～
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ
会　費：7,000円

◆夏の納涼例会
日　時：8月26日（月）　18：30～
場　所：ディスティーノ金沢
会　費：会員…10,000円　配偶者…9,000円
※8/26昼の例会はありません

◆ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI）
日　時：8月31日（土）　9：30～ 17：00
場　所：富山県民会館
会　費：5,000円（クラブ負担）
出席予定者：大島淳光

◆グリーン会ゴルフコンペ
日　時：9月21日（土）　9：04スタート
場　所：片山津ＧＣ「加賀コース」

8/19㈪は休会です

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

❖  7 月 29 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29日	 	 交換学生　高

たかいわゆうすけ

岩佑輔君	「帰国報告」

■例会卓話予定
	8月	 5日	 	 新会員入会挨拶他

	8月19日	 	 休会

	8月26日	 	 夏の納涼例会

	9月	 2日	 	 ㈱みずほ銀行金沢支店長

	 	 三
みつ

井
い

正
まさ

哉
や

氏（金沢東ＲＣ）

	 	 「未定」

	9月	 9日	 	 石川第1分区Ａガバナー補佐

	 	 岡
おか

田
だ

等
ひとし

氏（河北南ＲＣ）

	 	 「我が職業とロータリー	～学びと友情～」

	9月30日	 	 第2610地区ガバナー

	 	 松
まつ

本
もと

耕
こう

作
さく

氏（金沢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

	35ヵ年	 山岸　敬秀	 22ヵ年	 別川　　稔

	15ヵ年	 中田　吉則	 14ヵ年	 山本　晴一

	12ヵ年	 小池田康秀	 12ヵ年	 竹松　俊一

	11ヵ年	 朝倉　宏太	 8ヵ年	 根布　　寛

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.


