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

奉仕しよう みんなの
人生を豊かにするために

No.2816　2021.7.19

職業奉仕委員長

浅野　達也

　本年度、山本会長のもと、職業

奉仕委員長を拝命いたしました浅

野達也です。

　ロータリーの目的は、日々の仕

事を通して世の中に貢献するために奉仕の心を育て向

上させることです。ロータリアンは日常の職業活動を通

して、自分の職場の従業員、取引先の人達やその関係

者、ひいては地域社会の人達の模範となり、生きる力の

根源である道徳的能力を向上させることに努めている

のです。このような仕事の仕方をロータリーでは職業奉

仕と呼んでいます。

　前年初めから続く新型コロナウイルスの世界的な感

染拡大により、先行きが見えにくい状況が続いています。

しかしwithコロナと銘打ち、従来の生き方を大きく変

える新しい考え方、仕事の仕方、人との関わり方も多く

見られるようになりました。これは国や企業、個人のす

べてのものに新しい時代の到来を示しているのだと思

います。

　本年度は山本会長の掲げる「入りて学び 出でて奉仕

せよ」というスローガンは、多くを自ら学びに行き、そ

してその学びを職業に活かし、ロータリアンとして職業

奉仕せよ、という方針だと捉えています。新しい時代の、

新しい生き方や企業のあり方を会員の皆様にとって気

付きができるように、職業奉仕の更なる意識の高揚と

活動に、微力ながら精励して参ります。 

　一年間宜しくお願いいたします。
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新任挨拶

7月新旧理事役員会報告 (7月12日 )

１）�2020～21決算・2021～22予算の件(会計・監査)
　…原案通り、承認。臨時総会へ諮る。

２）�新会員候補者・職業分類新設の件�
　…承認。全会員へ告知する。

・林　寛子氏… 石川テレビ放送㈱代表取締役社長 
（S30.2.12生 66歳） 
職業分類：民間放送 
推薦人：山本晴一・金井辰樹

・玉田善久氏… タマダ㈱代表取締役社長 
（S51.1.27生 45歳） 
職業分類：タンク製造を新設 
推薦人：山岸敬広・平野利康

３）�熱海豪雨義援金の件�
　…全額ニコニコBoxより支出とする。

・ガバナーより、@500×会員数の義援金要請

４）�金沢東RC奨学財団規約の件(大島直前幹事)�

　…原案通り、承認。臨時総会に諮る。

❖  7�月�19�日（月）例会�❖

■ソング
“それでこそロータリー”
“Sing Everyone, Sing”

■本日の卓話
  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）
  「行動経済学から見るお客様の心理」

■例会卓話予定
  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」
  8月 2日  金沢工業大学教授
  谷口吉郎・吉生記念 金沢建築館 館長

  水
みず

野
の

一
いち

郎
ろう

氏
  「重層する景観を継承し、創造する」



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 奉仕しよう みんなの

人生を豊かにするために

ホームページは
コチラ！

Facebookは
コチラ！

柴山…結婚記念日のお祝をいただきました。ありがとうご
ざいます。妻への感謝の気持ちを忘れないようにし
たいと思います。

松本明…結婚記念日のお祝をいただきました。ありがとう
ございます。平成7年7月7日に結婚し、26年です。家
族と共に地域や皆さんに恩返しできるよう、これか
らも精一杯頑張っていきます。

　合計　121,000円　

❖  7�月�12�日（月）例会報告�❖

■出席率報告
 6月28日 59 ／ 96　ホームクラブ　61.46％
 6月21日 ―／ 97　補正出席率　　―％
　　　　　　　　　　　　　       （出席免除会員3名）

〈 例会メニュー 〉
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！

◆第2610地区米山記念奨学会学友会第16回定期総会、卓話会
日　時：7月22日（木）　13：30 ～ 15：30（Zoom参加）
出席予定者：鍋谷

◆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

◆ロータリー・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

◆ガバナー補佐訪問会長幹事懇談会
日　時：8月23日(月)　11：20 ～ 12：10
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ10F「白山の間」
出席対象者：会長、会長エレクト、副会長、幹事、副幹事

◆ガバナー補佐訪問クラブ協議会
日　時：8月23日(月)　13：40 ～ 14：30
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ10F「白山の間」
出席対象者：会長、会長エレクト、副会長、幹事、副幹事、
　　　　　　会計、監査、SAA、各委員長

◆ガバナー公式訪問会長幹事懇談会
日　時：9月6日(月)　11：30 ～ 12：15
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F（Zoom）
出席対象者：会長、幹事

◆グリーン会ゴルフコンペ
日　時：9月11日(土)　9：12スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」

  8月 9日  休会
  8月16日  休会
  8月23日  第2610地区石川第1グループA ガバナー補佐

  岡
おか

 能
よし

久
ひさ

氏（金沢RC）
  「金沢の街によって育まれた加賀蒔絵・金沢漆器」
  8月30日  夏の納涼例会（松魚亭）
  9月 6日  第2610地区ガバナー

  神
かん

野
の

正
まさ

博
ひろ

氏（七尾RC）
  「ガバナー公式訪問」（Zoom）
  9月13日  和希㈱代表取締役

  山
やま

口
ぐち

  武
たけし

氏（野々市RC）
  「未定」
  9月27日  米山奨学生

  翁
おう

 欣
き ん う

羽さん（金沢東RC）
  「未定」

■ニコニコBox（敬称略）
山本…本年度会長就任に際し、多数のメンバーよりニコニ

コBOXでのご声援をいただき、ありがとうござい
ます。温かい友情に、改めて御礼申し上げます。また、
先日、金沢市（金沢市立病院）に当社製の商品「玄米
甘酒」2種類を寄付させていただきました。コロナ禍
において奮闘している医療関係の方々に対していく
らかお役に立てれば嬉しく思います。

紙谷…本日の臨時総会、よろしくお願いいたします。5大奉
仕委員長の皆様、新任挨拶頑張ってください。

浅田裕久…永い間欠席してしまいました。当初はもっと短
い予定でしたが、腰椎全部の手術になってしまい長
引きました。病院食にはもうアキアキしました。今後
は病院食を食べないためにも健康に留意して、ロー
タリーに出席いたしますので、よろしくお願いいたし
ます。

小池田康成…浅田裕久氏が元気で久しぶりの例会出席。嬉
しくてニコニコと…

泉屋…来週19日の例会の後、サマージャンボ宝くじの特設
販売を行います。前後賞を合わせて7億円のビッグ
チャンスです。来週は社用のため例会に出席できま
せんが、「宝くじ幸運の女神」が皆様のご購入をお待
ちしております。前回は4等5万円が当たられた会員
もいますので、是非、夢を掴み取りましょう！

浅野…このたびは誕生日プレゼントをいただき、ありがと
うございました。時間の感覚が分からなくなる毎日
が続きますが、コロナに負けず、頑張っていきます。

小池田均…お誕生日のお祝をいただき、ありがとうござい
ました。益々良い年を重ねてまいりたいと思います。

8/9㈪、16㈪例会は休会です

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。


