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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.2818　2021.8.2

国際奉仕委員長

南　志郎

　今年度、国際奉仕委員長を務め
させていただきます南志郎です。
入会7年目にして初めて五大奉仕委
員長を拝命し重責に気が引き締ま
ります。

　国際奉仕事業についてはコロナ禍の折、昨年度より関
連事業がほとんど進められておりません。
　当事業がいかにグローバルに渡り、face to face, 
Communicationに基づき成り立っていたか実感すると
ともに、早期の日常化を願うばかりです。
　4年前に国際青少年計画・世界社会奉仕委員長を務め
さていただいた時に、長期交換学生やホストファミリーの
皆さんと非常に有意義な時間を過ごさせていただき、自
分の娘も将来このプログラムに参加させたいと強く思う
ようになりました。
　またベルギー短期交換学生の一日能登島バス旅行に
添乗したことも良い経験となりました。
　非常に残念ながら今年度の長期交換学生の受け入れ
も派遣も中止となっております。
　昨年・今年と本来であれば一生の糧となる留学を希望
されていたクラブメンバーとそのご子息の残念な思いは
計り知れません。
　今年度の事業として次年度派遣交換学生の募集、留学
生後援団体と支援についての連携に取り組んでまいります。
　またロータリー財団の支援活動について周知いただく
よう努めてまいります。
　米山奨学生 翁欣羽さんに対しての支援・フォローもし
てまいります。
　国際経験豊富な国際青少年計画・世界社会奉仕委員長
の島田さん、ロータリー財団・米山記念奨学会委員長の鍋
谷さん、両委員長のお力をお借りして活動してまいります
ので一年間宜しくお願いします。

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

新任挨拶
❖  8 月 2 日（月）例会 ❖

■ソング
“君が代”
“奉仕の理想”

■本日の卓話
  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」

■例会卓話予定
  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」
10月 4日  金沢青年会議所理事長
  ㈱中島商店代表取締役社長

  中
なか

島
しま

雄
ゆう

一
いち

郎
ろう

氏
  「未定」
10月11日  米山奨学生　

  趙
ちょう

 静
せい

さん（河北南RC）
  「未定」
10月18日  石川ヤナセ㈱代表取締役会長

  藤
ふじ

澤
さわ

秀
ひで

紀
のり

氏（金沢RC）
  「未定」
10月25日  東京海上日動火災保険㈱金沢支店長

  髙
こう

口
ぐち

  格
いたる

氏（金沢東RC）
  「未定」



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！

■ おめでとう（敬称略）

◎8月お誕生日祝
板橋　史明　8. 3  為廣　　薫　8. 3
松本　健夫　8. 6  浅野　達也　8. 7
池田　佳子　8. 9  金谷　道憲　8.15
忠田　秀敏　8.16  朝倉　宏太　8.17
若林　智雄　8.18  湊　　康久　8.20
能登健太朗　8.20  富田　武正　8.20
島田　義展　8.21

◎8月ご結婚記念日祝
橋浦　康友　8. 8  太田　光尋　8.21

■ ニコニコBox（敬称略）
武部（金沢香林坊RC）…本日、卓話をさせていただき、あ

りがとうございました。謝礼は貴クラブニコニコ
BOXへ入れさせていただきます。

中村…いよいよ東京オリンピックが開幕しました。女子ハ
ンドボール競技も始まり、昨日、初戦のオランダ戦は
残念な結果でしたが、決勝トーナメント進出に向け
てあと4試合、しっかり戦ってくれると信じています。
熱い声援をよろしくお願いします。

米沢…ようこそ金沢東ロータリークラブの卓話を引き受け
ていただき感謝します。本日の武部社長のお話、楽
しみにしています。

中田…ありがとうございます。あっという間に17年間経ち
ました。

山本…16年間皆出席お祝をしていただきました。ありがと
うございます。あ、そうそう、祝・ショーヘイ大谷さん
35号ホームラン！

小池田康秀…本日、14ヵ年年間皆出席顕彰をいただき、あ
りがとうございます。これからも健康に留意して、1
年1年積み重ねていきたいと思います。

竹松…14ヵ年の年間皆出席祝をいただき、ありがとうござ
いました。早いものですね。皆様のご厚情に感謝申
し上げます。

水上…10ヵ年皆出席表彰をいただき、ありがとうございま
した。健康に恵まれ感謝です。これからもよろしくお
願いいたします。

井上…8ヵ年の年間皆出席顕彰をいただき、ありがとうござ
います。引き続き精進して参りますので、ご指導ご鞭
撻のほど、よろしくお願いいたします。

黒木…本日は6ヵ年皆出席顕彰をいただき、ありがとうござ
いました。

南　…6ヵ年の皆出席顕彰をいただき、ありがとうございま
した。

冨久尾…ようやく5ヵ年皆出席表彰をいただくことができま
した！これからも継続していけるよう頑張ります。

白川…3ヵ年皆出席祝をいただきました。ありがとうござい
ます。

喜多…1ヵ年の皆出席の顕彰をいただきました。これもクラ
ブの皆様のご指導のおかげです。ありがとうござい
ました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

寺村…この度年間皆出席祝（1ヵ年）をいただきました。あ
りがとうございます。引き続きこのご縁を大切に、皆
様や地域に貢献すべく、尽力を重ねて参ります。

為廣…1ヵ年皆出席のお祝をいただきました。ありがとうご
ざいます。

　合計　188,300円　

❖  7 月 26 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 7月12日 62 ／ 98　ホームクラブ　63.27％
 7月 5日 ―／ 98　補正出席率　　―％
　　　　　　　　　　　　　       （出席免除会員3名）

〈 例会メニュー 〉
8/2 〈和食〉葉月 玉蜀黍ご飯弁当
8/16 　休会
8/23 〈中華〉残暑厳しく、疲れを癒す中華弁当
8/30 　夏の納涼例会

◆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

◆夏の納涼例会
日　時：8月30日(月)　18：30 ～
場　所：松魚亭
会　費：10,000円
　　※8/30(月)昼の通常例会はありません

◆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」

◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日　時：9月13日(月)　11：30 ～
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ10F「白山の間」
出席対象者：石野信治、林、厚見、山本、紙谷、冨久尾、
　　　　　　水上、金井

8/16㈪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。

８月は会員増強・新クラブ結成推進月間です


