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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：小池田　康　秀
幹事：大　島　淳　光
会報：竹　松　俊　一

写真提供：金沢市
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■ おめでとう（敬称略）
◎1月年間皆出席祝
 26ヵ年 髙桑　幸一 7ヵ年 木藤衣妃子

■ ニコニコ Box（敬称略）
小池田康秀…昨日、ファイザー製のワクチンが日本で正式

に承認され、ワクチンの第１便が無事、日本に到着し
ました。これからいよいよ国内でも接種が始まりま
す。着実に一歩ずつ終息に向かっています。これから
も希望を持って、気を抜かず感染予防に努めていき
たいと思います。

泉屋…本日は卓話の機会をいただき、誠にありがとうござ
いました。

　合計　1,256,600円　

❖  2 月 15 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 2月 1日 62 ／ 101　ホームクラブ　61.39％
 1月25日 ―／101　補正出席率　　―％
　　　　　　　　　　　　　       （出席免除会員3名）

〈 例会メニュー 〉
2/22 〈中華〉免疫力を上げる効果 発酵食材と唐辛子を使って!
3/1 〈和食〉ひな弁当
3/8 〈中華〉香り良き季節野菜の恵み
3/15 〈洋食〉早春の候 旬の山海洋風弁当
3/22 〈和食〉春の和風弁当 山菜天婦羅を添えて
3/29 〈中華〉麻辣味と季節食材 花椒の痺れと唐辛子の辛味

◆会長エレクト研修セミナー（PETS）
日　時：3月14日(日)　13：00～ 16：30
場　所：加賀屋
会　費：5,000円（クラブ負担）
出席予定者：山本

◆親睦委員会
日　時：3月30日(火)　18：30～
場　所：みふく
会　費：10,000円
　　※コロナ禍のため親睦委員会のみのご案内です

◆グリーン会 第3回ゴルフコンペ
日　時：4月3日（土）　9：20スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」

Facebookは
コチラ！

❖  2 月 22 日（月）例会 ❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
  2月22日  ㈱明電舎 北陸支店長

  相
あい

原
はら

信
のぶ

康
やす

氏（金沢東ＲＣ）
  「重電事業における当社の取り組み」

■例会卓話予定
  3月  1日  藤沢自動車㈱本部長

  河
こ う の

野理
り

恵
え

氏（金沢東ＲＣ）
  「ボルボの生まれ故郷スウェーデン」
  3月  8日  北陸電気工事㈱執行役員金沢支店長

  寺
てら

松
まつ

信
のぶ

宏
ひろ

氏（金沢東ＲＣ）
  「未定」
  3月15日  NECネッツエスアイ㈱北陸支店長

  鳩
はと

山
やま

 学
まなぶ

氏（金沢東ＲＣ）
  「社会インフラとしての無線システムのご紹介」
  3月22日  日本生命保険（相互）金沢支社長

  寺
てら

村
むら

篤
あつ

毅
き

氏（金沢東ＲＣ）
  「未定」
  3月29日  岡三証券㈱金沢支店長

  富
とみ

田
た

武
たけ

正
まさ

氏（金沢東ＲＣ）
  「新年度入り後の株式相場見通し」

　コロナ感染予防のため、例会にはマスク着用で
ご出席願います。

2月は平和構築と紛争予防月間です



真実かどうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

1.
2.
3.
4.

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

2021〜2022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 井上英一郎（理）

職業分類
会員選考 別川　　稔 高桑　秀治 浅田　裕久、小池田康成、大島　国雄、若林　智雄

会員増強 山岸　敬広 外山　正修 三平　佐弓、坂本　憲一

ロータリー情報 厚見　正充（理） 徳野与志一
不室　　昭、松木　浩一、鈴木　宗幸、田中　和彦
和田　清聡

親　　睦 中村　和哉（理） 平野　利康

相原　信康、渕上　司朗、鳩山　　学、板橋　史明
泉屋　拓郎、金井　辰樹、喜多　孝之、光林　昭二
小西　敏雄、河野　理恵、茂木　啓一、長嶋　宏明
太田　光尋、白井　晃仁、高岩　勝人、髙多　倫正
田中　主水、寺松　信宏、寺村　篤毅、富田　武正
椿原　丈士、山崎　勝治、横山　秀雄

出　　席
ニコニコ 蟹瀬　　克（理） 白川ひとみ 浅田　久太、二木　克明、鷺　　佳憲、我妻　博志

プログラム 岩本　秀成 松本　　明 日根野幸子、金谷　道憲、能登健太朗、山城　大助

会　　報
広　　報
雑　　誌

池田　佳子 気谷　源嗣 木村　道明、北　総一朗、根布　　寛

職業奉仕
（ロータリー･ボランティア）

浅野　達也（理） 野村　圭作 石野　一樹、湊　　康久、岡田　直樹

社会奉仕
青少年奉仕 木藤衣妃子（理）

環境保全
人間尊重 小池田　均（理） 木屋　満晶 石川　仁志、金子　福夫、山﨑　修二

地域発展
奨学財団 竹松　俊一（理） 塩村　秀樹 朝倉　宏太、宮本　秀夫

協同奉仕
（ローターアクト）

村端　一男 橋浦　康友 忠田　秀敏

協同奉仕
（インターアクト）

為廣　　薫 松本　健夫 笠間　史盛、谷村庄太郎

国際奉仕
（ロータリー友情交換） 南　　志郎（理）

国際青少年計画
世界社会奉仕 島田　義展 中井　弘之 冨久尾佳枝、水上　誠子、向井　健夫、中田　吉則

ロータリー財団
米山記念奨学会 鍋谷　一貴 絹川　善隆 安達　　洋、北川　義信、本谷　裕二、米沢　　寛

会　長	 山本　晴一（理）	 理　事（職業奉仕）	 浅野　達也
副会長（会長エレクト）	 松本　浩平（理）	 理　事（社会奉仕・青少年奉仕）	 木藤衣妃子
副会長（クラブ奉仕・会長ノミニー）	 井上英一郎（理）	 理　事（国際奉仕）	 南　　志郎
幹　事	 紙谷　一成（理）	 理　事	 厚見　正充
副幹事	 藤弥　昌宏	 理　事	 蟹瀬　　克
S A A 	 渡辺　数磨（理）	 理　事	 小池田　均
副SAA	 黒木　康生	 理　事	 中村　和哉
会　計	 岩木　弘勝（理）	 理　事	 竹松　俊一
監　査	 髙桑　幸一	
直前会長	 小池田康秀（理）	 直前幹事	 大島　淳光

	 ＜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	 危機管理委員
	 	 会員拡大増強委員　　　　厚見　正充	 国際青少年交換委員　　　　　　竹松　俊一
	 	 国際奉仕小委員会委員　　大島　淳光	 ロータリー米山記念奨学会委員　浅野　達也
	 (2021,7,1 より実施）


