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2020～2021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 松本　浩平（理）

職業分類
会員選考 別川　　稔 松木　浩一

不室　　昭、北川　義信、鈴木　宗幸、和田　清聡
米沢　　寛

会員増強 冨久尾佳枝（理） 金谷　道憲 忠田　秀敏、坂本　憲一

ロータリー情報 厚見　正充（理） 髙桑　幸一 浅田　裕久、小池田康成、大島　国雄、若林　智雄

親　　睦 藤弥　昌宏（理） 谷村庄太郎

相原　信康、渕上　司朗、泉屋　拓郎、板橋　史明
喜多　孝之、光林　昭二、久米　　剛、松本　　明
三平　佐弓、茂木　啓一、長嶋　宏明、太田　光尋
塩村　秀樹、白井　晃仁、田中　主水、寺村　篤毅
椿原　丈士、横山　秀雄

出　　席
ニコニコ 橋浦　康友 山岸　敬広 岩本　秀成、小池田　均、山城　大助

プログラム 浅野　達也（理） 中井　弘之 浅田　久太、木村　道明、水上　誠子、外山　正修

会　　報
広　　報
雑　　誌

竹松　俊一 鍋谷　一貴 日根野幸子、北　総一朗、根布　　寛、我妻　博志

職業奉仕
（ロータリー･ボランティア）

能登健太朗（理） 野村　圭作 岡田　直樹、田中　和彦

社会奉仕
青少年奉仕

井上英一郎（理）

環境保全
人間尊重 中村　和哉（理） 石川　仁志 絹川　善隆、奥ノ坊　誠、山﨑　修二

地域発展
奨学財団 蟹瀬　　克 小西　敏雄 金子　福夫、笠間　史盛、白川ひとみ、鷺　　佳憲

協同奉仕
（ローターアクト）

木藤衣妃子 為廣　　薫 木屋　満晶、松本　健夫、高多　倫正

協同奉仕
（インターアクト）

平野　利康 気谷　源嗣 朝倉　宏太、山崎　勝治

国際奉仕
（ロータリー友情交換）

石野　一樹（理）

国際青少年計画
世界社会奉仕 黒木　康生 池田　佳子 湊　　康久、宮本　秀夫、高岩　勝人

ロータリー財団
米山記念奨学会 村端　一男 島田　義展 安達　　洋、二木　克明、本谷　裕二、中田　吉則

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

「不易流行」

会長　小池田　康秀

　この度、伝統ある金沢東ロータ

リークラブ第63代会長を拝命し

ました小池田康秀です。会長就任

にあたり多くの諸先輩方が築き

あげられた歴史の重みを痛感し、

改めて身の引き締まる思いであ

ります。また父 康成も第40代会

長を務めさせていただき、親子共々大変お世話になり、

このご縁とめぐりあわせに心より感謝しております。

　この国難とも呼べる新型コロナウイルスの世界的流

行により、世の中すべてが混乱し手さぐり状態の中で

のスタートになりますが、一生懸命務めさせていただ

きますのでどうかご指導ご鞭撻そしてご協力のほど宜

しくお願い致します。

　本年度のR I会長はドイツで不動産業を営むボル

ガークナーク氏でRI会長のテーマは「ロータリーは機

会の扉を開く（Rotary Opens Opportunities）」

です。ロータリーとはクラブに入会するというだけで

なく「無限の機会への招待」であると述べられ「私た

ちのあらゆる活動が、どこかで誰かのために機会の扉

を開いています」とも言われました。そしてロータリー

発展のために変革を受け入れ、単に会員数を増やすだ

けでなく持続可能かつ有機的な形で成長できるようそ

のクラブにふさわしい新会員を募ることに注力してほ

しいとも言われ、多くの女性会員がリーダー職へ就く

ことも提唱されておられます。

　この方針を受けて第2610地区の八塚昌俊ガバナー

は「クラブの未来を考えよう（Think about the 

future of your club）」という地区活動方針を掲げ

られました。特に2019年度の規定審議会で大きく変

わった『例会と出席に関する規定の例外』『会合』『職

業分類』『出席』など各クラブの裁量範囲が多くなり、

それぞれで対応を考えてほしいと言われております。

　今年度の私が掲げたクラブのスローガンは「不易流

行」です。ご承知の通り「不易流行」とは松尾芭蕉の俳

諧理念の一つであり「いつまでも変化しない本質的な

ものの中にも新しさを取り入れて変化していく」とい

う考え方であります。

　当クラブが設立されて63年目に入り設立当時の思

いや様子を知る会員はほとんどいらっしゃらなくなり

ました。古き良き伝統を受け継ぎ何とも言えないほの

ぼのとした温みと優しさがある一方、きちんと締める

ところは締める、そして何事も受け入れる寛容で明る

い雰囲気が当クラブの特長だと思います。

　この古き良き伝統を大事にしながら当クラブにとっ

て変化しない本質とは何か変えてはいけない大切なも

のとは何か、そして次なる新しい時代に向けて変わっ

ていかなければいけないことは何かを意識しながら一

年間運営していきたいと思います。

　このことは各委員長の方々にもご理解いただき、そ

れぞれの委員会活動をお願いします。特に会員増強や

ローターアクト、インターアクトの運営については大事

な局面を迎えておりますので「不易流行」を意識しな

がら対応していきたいと思います。

　また今年度は新型コロナウイルス感染の影響で予

期せぬ事態も想定されます。その時には会員の皆様を

❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋

❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋

新任挨拶

 ＜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
  インターアクト副委員長　南　　志郎 国際青少年交換委員　　　　　　竹松　俊一
  会員拡大増強委員　　　　厚見　正充 ロータリー米山記念奨学会委員　浅野　達也
 (2020,7,1 より実施）
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第一に考え一つ一つ対処していきます。

　尚、今年度もたくさんの方々に地区役員、委員とし

て出向いていただきます。国際青少年交換委員長　中

田吉則会員。国際青少年交換委員　竹松俊一会員。イ

ンターアクト副委員長　南志郎会員。ローターアクト

委員　木屋満晶会員。会員拡大増強委員　厚見正充

会員。ロータリー米山記念奨学会委員　浅野達也会員。

ご苦労お掛けしますが宜しくお願いします。

　今年一年微力ではありますが私のモットーである

「常に明るく前向きに」頑張っていきますのでどうかよ

ろしくお願い致します。

幹事　大島　淳光

　この度2020～2021年度金沢

東ロータリークラブの幹事を拝命

しております大島　淳光と申しま

す。金沢東ロータリークラブに入

会して7年目と言う経験の浅い私

にこの様な大役の機会をいただけ

ることに心から感謝しております。

また父である國雄も長きに亘りメンバーとして皆様に大

変お世話になり、長女と次女ともに長期交換留学生とし

てカナダ、アメリカに一年間お世話になりました。この

ように親子共々3代に亘り、ロータリークラブの活動を

通して、掛け替えのない貴重な経験と成長の機会を与

えていただいていることを改めて感謝の念を抱きなが

ら実感しております。今年度は、これまで頂きました皆

様からのご恩に対して少しでも恩返しができるチャンス

の1年だと思っております。微力ではありますが、幹事と

して小池田会長を支えながら、当クラブの発展に寄与し

て参りたいと思います。

　今年度、小池田会長は「不易流行」を当クラブのス

ローガンに掲げられました。奇しくも現在、国内はもと

より世界中で新型コロナウイルス感染拡大により「新

しい生活様式」に示されるように私たちにも様々な局

面において変化を求められております。この様な前代

未聞の状況下においても流されるのではなく、当クラ

ブにとって変わらない本質とは何か、変えてはいけな

い大切なものとは何かを見極め、次なる新しい時代に

向けて変わって行かなければならないこととは何かを

意識しながら各委員長はじめ担当委員長とコミュニ

ケーションを図り、一年間クラブ運営に努めて参りた

いと思います。また例会や様々な委員会活動において

は、先ずは会員の皆さんの安全安心を第一に考え、新

型コロナウイルス感染状況により予期せぬ事態も想定

されますが、一つ一つ対応をして参りたいと思います

のでご理解とご協力をお願いしたいと思います。

　最後に、小池田会長も当クラブの特徴は、古き良き

伝統を受け継ぎ何とも言えないほのぼのとした温かみ

と優しさがある一方、きちんと締めるところは締める、

そして何事も受け入れる寛容で明るい雰囲気だと言わ

れております。私もこの雰囲気が大好きです。会員の

皆さんに少しでもこの雰囲気に触れていただき、多く

の方々に参加していただけるように精進して参ります。

一年間どうぞ宜しくお願い申し上げます。

徳野会長から小池田新会長へ 向井幹事から大島新幹事へ

新旧会長･幹事
バッジ交換

（ 6 月 29 日例会）
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念でありますが、その事により楽しい思い出が多くありまし
た。委員会メンバーはじめ会員の皆様には大変お世話にな
りました。ありがとうございます。

平野…皆様のお蔭で無事1年間、ＳＡＡを勤め上げることができま
した。ありがとうございます。

為廣…本日まで出席・ニコニコ委員長を務めさせていただきまし
た。徳野会長、向井幹事、ありがとうございました。皆様を
ニコニコさせるどころか、ヒヤヒヤさせてしまったこともあ
りましたが、役をいただき1年間、大変充実したロータリー
生活を過ごすことができました。ありがとうございました。

紙谷…ハナさん、1年間の留学お疲れ様でした。ホストファミリーの
皆様には、もっとお疲れ様でした。ハナさん、また家族と一緒
に金沢に遊びに来てください。体に気を付けて、ニコニコと！

渡辺…昨年8月に来日した交換留学生のハナ・クリステンセンさん
が7月11日に帰国します。新型コロナの影響で3分と短めのス
ピーチとなりますが、頑張ってハナ！1年間、よく頑張りました。

木屋…グリーン会ゴルフコンペで3位に入賞しました。今年度も多
くの皆様にグリーン会にご参加いただき、ありがとうござい
ました。次年度もよろしくお願いいたします。

不室…久し振りの出席です。よろしくお願いします。徳野会長、向井
幹事、1年間ご苦労様でした。特別（特異）の1年間でしたね。

藤弥…5ヵ年皆出席顕彰をいただきました。ありがとうございます。
これからもコツコツと頑張ります‼

椿原…2カ年皆出席の表彰をいただきました。今後も出席を続けた
いと思います。よろしくお願いいたします。

忠田…結婚記念日のお祝いをいただき、ありがとうございました。
岩木…結婚記念日にお祝いのフラワーギフト券をいただきまして、

ありがとうございました。ギフト券で買った花をお墓にお供
えしてきました。

　合計　1,297,100円　

❖  6 月 29 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
  6月  8日 55 ／ 93　ホームクラブ　59.14％
  3月30日 71 ／ 93　補正出席率　　76.34％
　　　　　　　　　　　　　       （出席免除会員3名）

7/20㈪,8/17㈪例会は休会です

〈 例会メニュー 〉
7/ 6 〈和食〉新たにスタート“七夕弁当”
7/13 〈中華〉食欲増進、松花堂弁当
7/20 　休会
7/27 〈中華〉スパイス香る  松花堂弁当

◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日　時：7月6日（月）　11：30 ～
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ10F「白山の間」
出席予定者：泉屋、喜多、松本明、田中主水、寺村、不室、
　　　　　　別川、髙桑幸一、小池田康秀、大島淳光、中村、
　　　　　　厚見、山本

◆会計監査
日　時：7月9日（木）　15：00 ～
場　所：金沢東RC事務局
出席予定者：岩木、高桑秀治

◆金沢8RC幹事会
日　時：7月10日（金）　13：40 ～
場　所：金沢東急ホテル5F
出席予定者：大島淳光

◆新旧理事役員会
日　時：7月13日（月）　11：30 ～
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ10F「白山の間」

❖  7 月 6 日（月）例会 ❖

■ソング
“君が代”
“奉仕の理想”

■本日の卓話
  7月  6日  会長・幹事新任挨拶

■例会卓話予定
  7月13日  臨時総会（決算・予算）
  5大奉仕委員長新任挨拶
  7月20日  休会
  7月27日  アイシーシーレミコン㈱代表取締役社長

  橋
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うら
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友
とも

氏（金沢東ＲＣ）
  「地域に根ざしたコンクリートとは」
  8月  3日  未定
  8月17日  休会

■ ニコニコ Box（敬称略）
徳野…皆様、1年間、本当にお世話になり、ありがとうございました。

未熟なまま、会長職を辞します。感謝、感謝です。
向井…本日で幹事を退任いたします。徳野会長、ありがとうござい

ました。平野ＳＡＡ、ありがとうございました。各委員長の
皆様、ありがとうございました。会員の皆様、ありがとうご
ざいました。小池田会長エレクト、大島副幹事、あとはよろ
しくお願いいたします。

小池田康成…徳野会長、向井幹事、1年間、本当にお疲れ様でした。
そして1年間お支えいただいた全委員長にあわせて感謝申
し上げます。徳野会長におかれましては、舌癌治療でスター
トし、コロナウイルス対応での締めと怒涛の1年だったと思
いますが、無事に会長職を全うされたことに心より敬意を
表します。来週より新年度が始まりバトンを受け継ぎます。
微力ですが、一生懸命頑張りますので、大島幹事共々よろし
くお願いします。

山本…徳野会長、向井幹事、1年間ありがとうございました。会報
誌の「途中でこけた」に思わず笑顔になりました。

厚見…徳野会長、向井幹事、御苦労様でした。消化不良かと思いま
すので、再チャレンジは如何でしょうか。

高桑秀治…徳野会長、向井幹事、コロナの中での運営、1年間お疲
れ様でした。

松本浩平…本年度は職業奉仕委員長を務めさせていただき、メン
バーの皆様にお世話になり、ありがとうございました。

木藤…本日で、キドウ・白川コンビの親睦委員会の役務を終えます。
1年間を振り返り、今年に入ってからは活動が自粛となり残


