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3 月理事役員会報告（3 月 15 日 )
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年男・年女所感④

1）新会員候補者の件…承認。全会員へ通知する。
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「辛丑年

・柴山

彰氏…ANAホリデイ・イン金沢スカイ総支配人
（S47,3,27生 48歳）

年男にあたり」

職業分類：ホテル

藤弥

昌宏

（昭和 48 年 7 月 22 日生）

おかげさまで、2021年（令和3
年）辛丑年に4回目の年男を迎え
ました。これまで迎えた12歳、24
歳、36歳はそれほど年男であるこ
とを意識することはありませんで
した。しかし48歳となる年に迎える年男は、金沢東ロー
タリークラブに在籍しているおかげで、このような振り

推薦人：不室

昭・石川仁志

2）職業奉仕研修旅行の件
・5/19
（水）
～20
（木）
に実施予定、
行先等の詳細は後日、
検討する。
※旅行実施の場合は5/17を例会変更とする。
3）米山奨学生受入の件…承認。
・氏名：オウ キンウさん（F）
国籍：中国 福建省
大学：金沢美術工芸大学
博士３年（美術工芸研究科 工芸漆芸）

返りの機会をいただきました。あらためて金沢東ロータ

奨学金支給期間：2021.04.01～2022.03.31

リークラブ、そして会員の皆様に感謝申し上げます。

カウンセラー：鍋谷一貴会員

現在の会社（株式会社丸藤）は、創業から58年目、
会社設立から44期目を迎えており、地域の皆様のお
かげ で何とかここまで来ております。創業は紙文具

4）退会者の件…承認。
・椿原丈士会員…人事異動の為、3/22付で退会。

の販売からスタートしており、現在のデザイン、印刷、
WEB関連とは全く業態が異なっており、少しずつ変化
を重ねて現在に至っていることになります。
そして時代は「新型コロナウィルス」という、かつて
経験したことのない脅威と向き合っており、やはり変化
が必要な時であることを痛感しております。

❖

諸説ありますが、十干十二支がひと回りする60年に一
度の本年、辛丑年の「辛」は、痛みを伴う幕引き、
「丑」

3 月 22 日（月）例会

❖

■ソング

は殻を破ろうとする命の息吹、そして希望を意味すると

“手に手つないで”

言われております。正に本年は新型コロナウィルスと共

“Smile, Sing a Song”

存しつつ自らを変化させ、私たち一人ひとりが新たなス
テージへ向かう重要な年であると捉えております。
まだまだ年男4周目の若輩者ですが、金沢東ロータ

■本日の卓話
3月22日

日本生命保険（相互）金沢支社長

リークラブの皆様には今後ともご指導ご鞭撻のほどよ

てらむらあつ き

ろしくお願い申し上げます。

「数字でみる老後」

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
U Ｒ Ｌ：http://www.kanazawahigashi-rc.com/

寺村篤毅氏（金沢東ＲＣ）

事務局：金沢市彦三町2丁目1番地45号 むさしビル4F
ＴＥＬ：076-260-1212 FAX：076-260-5656
E-mail ：k-eastrc@gaea.ocn.ne.jp

会長：小池田
幹事：大 島
会報：竹 松
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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

髙多…1月に結婚記念日のお花を頂戴したままになっていま

■例会卓話予定
  3月29日		 岡三証券㈱金沢支店長
とみ た たけまさ

		 富田武正氏（金沢東ＲＣ）

した。気になって気になって仕様がありませんでした。
今夜から快眠させていただきます。ニコニコと！

		 「新年度入り後の株式相場見通し」

合計

1,371,700円

  4月  5日		 アンサー㈱クリエイティブプロデューサー
なかしんまさ と

		 中新賢人氏
		 「未定」

❖

3 月 15 日（月）例会報告

❖

  4月12日		 春の特別例会（松魚亭）

■出席率報告
■ ニコニコ Box（敬称略）
小池田康秀…石川県内のコロナ感染状況も少し落ち着き、

3月 1日

55 ／ 102

ホームクラブ

53.92％

2月22日

―／ 102

補正出席率

―％

       
（出席免除会員3名）

本日から「Go To Eat」食事券の販売が再開され、
19日から県民宿泊割第2弾がスタートします。これ
からいよいよお花見シーズンです。気を緩めず、油断
せず…そして楽しむです。
鳩山…本日、卓話です。皆さん、よろしくお願いします。
小西…小池田会長よりありがたいご指名をいただき、一番
搾り糖質ゼロと新しくなった一番搾りをPRさせて
いただく事ができました。コロナ禍の中、皆様の生
活が少しでも潤いのあるものになるよう、頑張って
参ります。今後とも一番搾りをよろしくお願い申し上
げます。
野村…今週末3/19（金）から県民宿泊割第2弾が始まりま
す。昨年の第1弾と比べると割引額も控えめですが、
ご希望の方は気軽にお声掛けいただければ幸いです。
茂木…新聞に報道されましたが、名古屋駐在でなく、金沢に
半分、名古屋に半分ということになります。住まいは
金沢にそのまま住みますので、今後もよろしくお願
いいたします。
金谷…結婚記念日のお祝、ありがとうございます。今後も仲
良く暮らしていきます。

3月は水と衛生月間です
〈 例会メニュー 〉
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
4/5 〈和食〉花見弁当
4/12 春の特別例会
4/19 〈中華〉スパイス効かせたアジア料理
4/26 〈洋食〉春爛漫 新物食材を取り入れた洋風弁当

Facebook は
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◆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」
◆次年度打合せ会
日 時：4月9日(金)
場 所：石亭

18：30 ～

◆春の特別例会
日 時：4月12日(月) 18：30 ～
場 所：松魚亭2F「和室」と「洋室」
会 費：会員10,000円、配偶者8,000円
※4/12(月)昼の通常例会はありません
◆2021 ～ 2022年度のための地区研修・協議会
日 時：4月18日（日） 13：00 ～ 16：10
場 所：コスモアイル羽咋「大ホール」またはオンライン視聴
登録料：4,000円（会場参加の方）…クラブ負担
配信協力金：30,000円…クラブ負担
参加対象者：次年度会長・幹事・会計・各委員長
※後日、ログイン用の URL をお知らせいたします。
◆次年度第1回クラブ協議会
日 時：4月19日(月) 13：40 ～ 14：40
場 所：ANA ホリデイ・イン金沢スカイ10F「白山の間」
出席対象者：次年度理事・役員・各委員長
◆ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI）
日 時：4月25日（日） 9：30 ～ 16：30
（Zoom参加）
会 費：1,000円（クラブ負担）
出席予定者：山本

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。

