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「入りて学び 出でて奉仕せよ
 （Enter to Learn, Go Forth to Serve）」

会長　山本　晴一

　この度、歴史と伝統を誇り、なお
かつ快活さの溢れる金沢東ロータ
リークラブの第64代会長を拝命致
しました山本晴一です。個人的に
は、ここ一年間はコロナ禍の鬱々と
した環境下で果たして自分に会長
職を務められるのかと自問自答の

日々でした。が、しかし、直前会長のリーダーシップの基、
メンバー諸兄が例会を楽しんでいらっしゃるご様子に改
めて背中を押された思いでおります。そう、このロータ
リーの楽しみは、会員相互の親睦と地域社会への奉仕
活動そのものだと確信した次第です。私は、賜った当ク
ラブならではの大きな資産を活かして、その特徴を更に
伸ばして行けるように努めます。会員各位におかれまし
ては、なお一層のご指導とご鞭撻を賜りますようお願い
申し上げます。
　本年度のRI会長である“シェカール・メータ”氏は、イン
ド（西ベンガル州）で会計士として、また不動産開発会社
の会長も務め、南アジア地区で多くの奉仕プログラムを
創りだし実践をされている方です。
　私は第2610地区主催のハイブリッド会議において、彼
の「次年度のビジョン」と銘打たれたプレゼンビデオを
見せていただきました。このプレゼン自体が素晴らしい
もので、見ている最中にワクワクと胸打つ内容でした！
そう、あのTED talksみたいな感じです。
　彼の打ち出した 2021〜2022年度RI会長テーマ
は「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」
“Serve to Change Lives”です。それは、彼自身が、
インドや近隣諸国で、識字率向上と女子のエンパワーメ
ントで大きな奉仕の実績を背景として持っているから

です。彼自身が、ロータリーのモットーである「超我の奉
仕」Service above Selfの体現者であり、彼の言葉で
は「私たちは、もっと行動して、もっと成長する必要があ
る」“Do more, Grow more!”と言い続けています。エ
ネルギッシュな所信表明です。
　彼がその信条に至る基には、アルバート・アインシュタ
インの言った「誰かの為に生きてこそ、人生には価値が
ある」という考えと実践があります。シェカール・メータ
氏自身の言葉では「奉仕とは、自分の生きているこの空
間のレンタル料を払うという事。私は生きている限りは
そのレンタル料を払うのは当然で、出来たらこの世のよ
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。」との趣旨を述べていました。
　これを受けてRI2610地区の2021〜22年度の神
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ガバナー（七尾RC）の方針は、「レジリエンス〜未来の
ロータリーを築こう」Resilience〜Make  the  future 
of ROTARYです。そのための7つの地区方針を列挙さ
れており、これに対しての具体的な成果を出すことを各
RCに求めています。
　さて、このコロナ禍は、私にとっては「未だ見ていな
かった未来が一気に押し寄せて来て、自ら変化をするか、
しないかの決断をはっきりと迫られた」とでも言わざる
を得ない様相で、決断を先送りしていた事がアッと言う
間に私自身に轟音を立てて迫って来たというのが過去1
年間の私の印象です。
　では、金沢東ロータリークラブの当期会長として何か
変えなければならないものがあるのかと聞かれれば、私
の答えは逆で『変えてはならないものがハッキリとした』
とお応えしたい。それは、無形の資産＝【一番は会員の皆
様であります。】で、これを大事にしたいと思います。それ
を言葉にして出すのは金沢風ではないかもしれませんが、
敢えてそれを表現するなら、会員の皆様が醸し出してい
る「安心、親しみ、思いやり、粋」ではないかと拝察申し上
げます。これらの“大事”は得難く、時代が変わろうと変
えてはならないと思います。変えない事に注力いたします。
　この点について「ロータリーの基本」という文献を探す
と、下記の説明が成されていることを発見いたしました。
皆さんとこれをシェアさせていただきます。
　『ロータリークラブの真価は、いかほどの金銭を集め
たか、いかほどの計画を実践したかではなく、そのクラブ
がいかなるロータリアンの人づくりをしたか、ということ
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新任挨拶

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、鳩山　　学、板橋　史明、泉屋　拓郎
金井　辰樹、喜多　孝之、光林　昭二、髙口　　格
小西　敏雄、河野　理恵、長嶋　宏明、太田　光尋
柴山　　彰、白井　晃仁、高岩　勝人、高多　倫正
田中　主水、寺松　信宏、寺村　篤毅、富田　武正
山崎　勝治、横山　秀雄、吉岡　東吾

出　　席
ニコニコ 蟹瀬　　克（理） 白川ひとみ 浅田　久太、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

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 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、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）
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幹事　紙谷　一成

　皆様、今日は。この度2021〜
2022年度金沢東ロータリークラブ
の幹事を拝命致しました紙谷一成
です。クラブ会長のセクレタリーと
いう重要なポストに身の引き締ま
る思いです。本会入会前は青年会
議所に長年在籍していながら、セ

クレタリー能力を磨いて来なかった事を今になって後悔
しておる次第です。今更ではありますが、これも自己成
長の場と解釈し、感謝いたしております。と言いましても、
山本会長をはじめ金沢東ロータリークラブのメンバーの
皆様は優しく、大変素晴らしい方ばかりなのでついつい
甘えてしまいそうです。締めるところはしっかりと締め、
名門クラブに恥じない運営を心掛けますので皆様のご
指導を何卒宜しくお願い致します。
　山本会長はクラブ運営方針の中で「入りて学び　出
でて奉仕せよ」という言葉を掲げられました。また「ロー
タリーの基本」を引用され以下の文章をご紹介していま
す。「ロータリークラブの真価は如何ほどの金銭を集め
たか、如何ほどの計画を実践したかではなく、そのクラブ

が如何なるロータリアンの人づくりをしたか、ということ
に尽きる。金品を社会に寄贈して奉仕するのは、ロータ
リーの本義ではない。奉仕する人を育成して社会に寄贈
するのがロータリーである。」私はこの一文を読み、改め
てロータリークラブの意義を再認識し、感銘を受けまし
た。山本会長が仰る「変えてはいけないもの」とは「奉仕
する人を育成」することであり、それは連綿と繋いでき
た会員相互の親睦を通して行われるものであると理解
しています。そのためにクラブには例会をはじめ色々な
設えが用意されています。会長をはじめ理事の皆様、各
委員長の皆様と共に楽しく、魅力ある活動にして行きた
いと思っています。
　最後に、昨年度からのコロナ禍によって私たちの生業
は大きな打撃を受け、大切な活動の機会も失われて来ま
した。未だに終息の目途も立たず、歯痒い状態が続いて
いますが、ポジティブに、明るく楽しく、何が出来るか、ど
うやったら出来るかという事を考えながら、努めて参り
ます。100名を超える、錚々たるメンバーの皆様と共に活
動していると思うと大変心強い限りです。至らない点が
多く、皆様にはハラハラさせる場面も想定されますが、そ
こはひとつ、寛容な心で見守って頂き、ご指導、ご鞭撻を
賜りますようお願い申し上げます。

小池田会長から山本新会長へ 大島幹事から紙谷新幹事へ

新旧会長･幹事
バッジ交換

（ 6 月 28 日例会）
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に尽きる。金品を社会に寄贈して奉仕するのではなく、そ
のクラブがいかなるロータリアンの人づくりをしたか、と
いう事に尽きる。金品を社会に寄贈して奉仕するのは、
ロータリーの本義ではない。奉仕する人を育成して社会
に寄贈するのがロータリーである』
　上記の通りに、既に多くの“資産”が当クラブには、分
厚くございます。
　有難く、喜んで、楽しんで、進んで互いの親睦を深めた
いと願いますし、またそのための企画に当たりたいと思
います。
　皆様に頂いたご縁をより深くしていく方法を考え、入
会の浅いメンバーにもその楽しみを見つけて根を張れる
様に気をつけて実践していきたいと思います。
　具体的には、例えば、以下のような事を考えています。
☆コロナ禍で傷ついた地域社会の絆の再生や経済活
動の再興にも目を向けて、各メンバーが職業人とし
て出来る取り組みを一つでも増やすように働きかけ、
またその事例紹介を「ニコニコボックス」や、可能で

あればSNS等を使い、メンバー間でシェアしたいと
思います。
　また、SNS活動の中で、RCの理念や活動に興味を
持つ方が増えることも期待いたします。
☆いくつかの例会をオンライン化、ハイブリッド化し
て実施する方法を模索してみたいと思います。これ
により、メンバーに参加の機会を増やす事になれば
良いと考えます。
☆年度末には、活動の結果として「ロータリー賞」を取
れるように挑戦をします。

　各担当委員長さんに、これに向けての準備（計画）を
お願いします。
　今年は地区役員として、ローターアクト委員に木屋満
晶氏、インターアクト副委員長に南志郎氏、会員拡大増
強委員に厚見正充氏、国際青少年交換委員長に中田吉
則氏、国際青少年委員に竹松俊一氏、そしてロータリー米
山記念奨学会委員に浅野達也氏が出向しております。
　皆様のご支援をよろしくお願いします。

中村…東京オリンピックハンドボール競技の日本代表に、北國銀行
ハニービーから6名（リザーブ1名含む）が選出されました。メ
ダルを持ち帰るべく活躍してくれると思いますので、熱い声
援よろしくお願いします。

石野…皆様のお陰で国際奉仕委員長の任期を終えることができま
した。交換留学生がいない、少し寂しい1年間でしたが、黒木
委員長、村端委員長、ありがとうございました。

浅野…プログラム委員長の浅野です。コロナの影響もあり、外部卓
話講師の方を呼びにくい中、メンバーの皆様には卓話を引き
受けていただき、ありがとうございました。また、次年度にも
引き継ぎさせていただきます。ありがとうございました。

橋浦…出席・ニコニコ委員長の貴重な機会を与えていただき、あり
がとうございました。皆様のお陰で何とか役を勤め上げるこ
とができました。1年間ありがとうございました。

安達…健康に恵まれ79回目の誕生日を迎えられました。お祝品あ
りがとうございました。

髙桑幸一…結婚記念日にお祝品をいただき、ありがとうございまし
た。お礼遅くなりました‼小池田会長、大島幹事におかれて
は、コロナ禍の中、1年間大変な運営を強いられ、本当にお疲
れ様でした‼

藤弥…皆出席顕彰6ヵ年をいただき、ありがとうございました。これ
からも頑張って出席を重ねていきます‼また親睦委員長とし
て、皆様には大変お世話になり、ありがとうございました。

　合計　1,698,200円　

❖  6 月 28 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
  4月26日  54 ／   99　ホームクラブ　54.55％
  4月19日  ―／101　補正出席率　　―％
　　　　　　　　　　　　　       （出席免除会員3名）

〈 例会メニュー 〉
7/5  〈和食〉小暑の頃 七夕弁当 梅ちりめんご飯
7/12 〈中華〉大蒜を効かせて食欲増進＆免疫力UP⤴
7/19 〈洋食〉「夏バテ防止」夏を乗り切る スタミナ弁当
7/26 〈中華〉ストレス解消 四川中華で新陳代謝！

◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日　時：7月5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：髙口、吉岡、厚見、山本、紙谷、竹松、
　　　　　　髙桑幸一、小池田康秀

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

◆新旧理事役員会
日　時：7月12日(月)　11：00〜
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F

◆インターアクト委員長会議
日　時：7月17日（土）　10：40〜 12：00（Zoom参加）
出席予定者：為廣

◆会員拡大・増強委員長会議
日　時：7月24日（土）　14：00〜 16：00
場　所：石川県地場産業振興センター本館「第5研修室」
出席予定者：山岸

◆親睦委員会
日　時：7月28日（水）　18：30〜
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F
会　費：10,000円
　　※親睦委員のみのご案内です

◆ロータリ－・リーダーシップ研究会（RLI）
日　時：8月1日（日）　9：30〜 16：30（Zoom参加）
会　費：1,000円（クラブ負担）
出席予定者：松本浩平、藤弥

❖  7 月 5 日（月）例会 ❖

■ソング
“君が代”
“奉仕の理想”

■本日の卓話
  7月  5日   会長・幹事新任挨拶

■例会卓話予定
  7月12日   臨時総会（決算・予算・奨学財団）
    5大奉仕委員長新任挨拶
  7月19日   ANAホリデイ・イン金沢スカイ総支配人

    柴
しば

山
やま

  彰
あきら

氏（金沢東RC）
    「未定」
  7月26日   エステック不動産投資顧問㈱代表取締役社長

    武
たけ

部
べ

  勝
まさる

氏（金沢香林坊RC）
    「未定」

■ ニコニコ Box（敬称略）
小池田康秀…1年間、大変お世話になりました。コロナ禍の1年では

ありましたが、皆様のご理解とご協力のお陰で何とか会長職
を全うできました。本当にありがとうございました。次年度、
山本会長、紙谷幹事のご活躍を期待します。

大島淳光…今年度最後の例会となりました。コロナのお陰もあり、
学びの多い1年となりました。皆様には本当にお世話になり
ありがとうございました。

井上…本日は金沢商業高校より中本校長に例会のゲストとしてご参
加いただき、ありがとうございます。社会奉仕委員会として
1年間お世話になり、ありがとうございました。次年度も引き
続きよろしくお願いいたします。また、RACの池田会長には
2年間お疲れ様でした。

不室…小池田会長、大島幹事、コロナ禍の中1年間大変ご苦労様で
した。

高桑秀治…小池田会長、大島幹事、1年間お疲れ様でした。
鈴木…小池田会長、1年間ご苦労様でした。幹事、SAA、各委員長の

方々も、大変な時期にロータリー活動をいただき、誠にあり
がとうございました。

岩木…小池田会長、大島幹事、1年間大変お疲れ様でした。コロナ禍
で非常に難しい運営であったと思います。そのような中、的
確な判断と運営をなされていたと私は思っています。お二人
の今後益々のご活躍とご発展を心よりお祈り申し上げており
ます。1年間ありがとうございました。

山本…6月最終例会になりました。小池田会長、大島幹事、1年間あ
りがとうございました。楽しい例会を創り上げていただき、
心より感謝申し上げます。

松本浩平…小池田会長、大島幹事、1年間お疲れ様でした。難しい状
況の中でのご尽力に心から敬意を表し、感謝申し上げます。

紙谷…とうとう幹事バッジを付ける日がやって来てしまいました。
皆様どうか寛大な心で見守ってください。小池田会長、大島
幹事、1年間本当にお疲れ様でした。今後ともご指導の程、よ
ろしくお願いいたします。

浅田久太…小池田康秀会長、1年間お疲れ様でございました。そして
浅田屋各店のたくさんのご利用ありがとうございました‼


