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『国際ロータリー第2610地区
会長エレクト研修セミナー』
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3月14日（日）に『国際ロータリー第2610地区 会長
エレクト研修セミナー』に参加して参りました。その内
容についてご報告させて頂きます。
この研修は、
「和倉温泉 加賀屋」で開催されました
が、2021－2022年度 会長エレクト者は、富山県から
31名、石川県から33名＝合計64人がリストに挙げられ
て居り、そのうち24名がZoomによる参加＝これを「実
地」と「リモート」による「ハイブリッド集会」と呼ばれ
ており、次期ガバナーからも、今後は、こうした【ハイブ
リッド例会の開催】を各ロータリークラブでも行うよう
に呼び掛けられた機会でも有りました。
私自身は、
「石川第1グループA」のテーブルに配され
て、6RCの会長エレクトの皆さまとディスカッションの
機会を共に致しました。
先ずプログラムの構成ですが、大きくは3つのパート
に分かれておりました。
1． ロータリーインターナショナル会長“シェカール・
メータ”
（インド・西ベンガル州）からの次年度ビ
ジョン説明（プレゼンテーションはVIDEOにて）
＝これが、また、実に判り易い簡潔な決意表明と、
見る者の感情を揺さぶるような情熱の籠ったプレ
ゼンテーションでした。

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/

2． “神野正博”次期ガバナー（七尾RC）より次年度
の第2610地区として具体的目標についての細かな
説明がございました。
また、ガバナー補佐10名のご紹介がありました。
続いて、地区委員会事業計画が発表されました。
当「金沢東RC」から出向している“中田吉則”次期
地区国際青少年交換委員会委員長の、実に当を得
た発言がございました。
3． 最後に、会場に配置されたテーブル毎＝各RCの会
長エレクト同士が来年度にかける思いをそれぞれ
発表し、質疑応答を行い、交歓を深めました。
私が特に印象に残ったのは、次期国際ロータリー会
長のビジョン提示と、同時にテーブルでご一緒した河北
南RCの“西”メンバーからのお話でした。
“シェカール・メータ”会長は、
「奉仕とは、この世に
生きている限りは、私の周りの空間は天からレンタルし
ているから、そのレンタル料を払うのは当然で、出来た
らより良い住人として模範に成るようなレンタル料を支
払いたいと思っています」とのご発言。伸び行くインド
社会を背景にしたプランの数々。また“西”会長エレク
トからは河北南RCの存在意義について非常に具体的
で真摯なお話を頂きました。どちらも物事の本質を突
いた様な深い洞察にしばし沈黙をしてしまった私でし
た。さて、今日から所信を書き出す予定ですが、
【ハイ
ブリッド例会】と言われて正直、いささか面食らってお
ります。ご趣旨を尊重しながら、金沢東RC流にまで昇
華出来る様に只今「発酵中」です。
今しばらくのお時間を頂戴したく思います。
（記 会長エレクト：山本 晴一）

今月のことば

「禍を転じて福と為す」
『戦国策』
『史記』蘇秦列伝
（選
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言行はこれに照らしてから
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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

4 月 5 日（月）例会

❖

■ソング
“君が代”
“奉仕の理想”

■本日の卓話
  4月  5日		 会報・広報・雑誌委員長
たけまつしゅんいち
		 竹松 俊 一氏（金沢東RC）
「会報・広報・雑誌委員会の活動について」

中村…北國銀行ハンドボール部ハニービーが、先日東京で
開催された日本ハンドボールリーグ・プレーオフで勝
利し、リーグ7連覇を達成することができました。来
シーズンはリーグ新記録となる8連覇を目指します。
引き続き、ご声援のほどよろしくお願いいたします。
中村…3ヵ年の皆出席の表彰をいただき、ありがとうござい
ました。入会から、多少計算が合わない気もします
が、引き続き皆出席目指して頑張ります。今後ともよ
ろしくお願いいたします。
岩本…年間皆出席のお祝いありがとうございます。引き続
き頑張って例会に出席していきたいと思います。
合計

1,418,700円

■例会卓話予定
  4月12日		
  4月19日		
		
		
  4月26日		
		
		
		


春の特別例会（松魚亭）
デザイナー
はらしまなつ み
原嶋夏美氏
「コンセプトデザインで想いを伝える！」
㈱リオテラス コンサルタント
NPO法人tomoshibi代表
なかしまてつ や
中島哲也氏
「知って欲しいけど、知って欲しくない
児童養護施設で育つ子どもたちの現実」

■ おめでとう（敬称略）
◎4月お誕生日祝
高桑 秀治 4.  2 不室
昭
和田 清聡 4.  9 金子 福夫
太田 光尋 4.26 泉屋 拓郎
浅田 裕久 4.29 渡辺 数磨
◎4月ご結婚記念日祝
南
志郎 4.  8 能登健太朗
若林 智雄 4.17 高岩 勝人
岩木 弘勝 4.28

4.  8
4.14
4.27
4.29

日根野幸子 4.  9
我妻 博志 4.18
根布
寛 4.27

4.10
4.18

岡田 直樹 4.17
岩本 秀成 4.23

■ ニコニコ Box（敬称略）
小池田康秀…皆さんのご理解とご協力のもと、今月5回目
の例会も無事開催することができました。今週から
新年度に入り、残り3ヵ月です。桜も満開になり、気
持ちもギアも切り替えて、テンションを上げて頑張
りますので、よろしくお願いします。
富田…本日、卓話の機会をいただきまして、誠にありがとう
ございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

４月は母子の健康月間です
5/10㈪,17㈪は休会です
〈 例会メニュー 〉
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
コチラ！

4月18日
地区研修・協議会
ログイン用

❖

3 月 29 日（月）例会報告

❖

■出席率報告
3月15日
3月 8日

58 ／ 102 ホームクラブ 56.86％
―／ 102 補正出席率
―％
       
（出席免除会員3名）

◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日 時：4月5日（月） 11：30 ～
場 所：ANA ホリデイ・イン金沢スカイ10F「加賀の間」
出席予定者：柴山、厚見、小池田康秀、大島淳光、不室
◆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学年度「米山奨学生・カウンセラー」
オリエンテーション
日 時：4月17日(土) 14：00 ～ 15：30
場 所：ホテルニューオータニ高岡4F「鳳凰の間」
出席予定者：鍋谷
◆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
ログイン用URL（当日12：45より入室可能）
https://youtu.be/5WzpUJnPDzE
◆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
◆親睦委員会
日 時：4月27日(火) 18：30 ～
場 所：六角堂 Grill&Bar
会 費：10,000円
◆職業奉仕研修旅行
日 時：5月19日(水) ～ 20日(木)
視察先：立山黒部アルペンルート・長野県立美術館・東山魁夷館
宿泊先：白馬東急ホテル
会 費：お1人様 54,000円
※5月17日は休会となります

