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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

会長：山　本　晴　一
幹事：紙　谷　一　成
会報：池　田　佳　子

2021 - 2022年度 金沢東RCスローガン

「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
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国際ロータリー第2610地区
2021-2022年度ガバナー
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 氏（七尾RC)

【プロフィール】

職業分類 病院

生年月日 1956年（昭和31年）1月1日生まれ

最終学歴 日本医科大学医学部、金沢大学
 大学院博士課程卒業（医学博士）

職　　歴
1980年 金沢大学付属病院第2外科入局

1992年 恵寿総合病院外科科長

1993年 同病院長（2008年退任）

1995年  特定医療法人財団董仙会恵寿総合病院理事長

 （2008年11月より社会医療法人財団に改称）

2011年 社会福祉法人徳充会理事長併任

（公　　職）

2009年 公益社団法人全日本病院協会副会長

2014年 石川県病院協会副会長

2017年 七尾商工会議所副会頭

ロータリー歴
1996年7月1日 七尾ロータリークラブ 入会

2001-2002年度 地区副幹事

2005-2006年度 七尾ロータリークラブ副会長

2011-2012年度 七尾ロータリークラブ会長

2014-2015年度 地区ロータリーとふるさとを考える委員会委員

マルチプルポールハリスフェロー 8回

米山功労者 2回
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ようこそ神野ガバナー！

東京海上日動火災保険㈱
金沢支店長
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　この度、椿原の後任として4月に

着任し、金沢東ロータリークラブ

に入会させていただくこととなりました。どうぞよろし

くお願い申し上げます。伝統と歴史のある金沢東ロータ

リークラブへの入会をご承認賜り、推薦者をはじめ先輩

会員の皆様に深く御礼申し上げます。

　福岡県福岡市で生まれましたが、父の転勤の関係で

幼少期は福岡県、北海道で過ごし、中学から会社へ入社

するまでは東京で過ごしておりました。小学生の時に野

球を始め、中学ではテニスとハンドボール、高校から大

学にかけてはテニスに明け暮れていました。

　1993年に東京海上（当時）に入社し最初に配属され

たのが熊本支店。その後、滋賀支店、本店、新潟支店、

本店、関西営業部、群馬支店と営業畑を渡り歩いてきま

した。金沢支店への赴任が決まった際には、周囲から

大変羨ましがられましたが、その理由を今ひしひしと実

感しております。

　家族は妻と大学3年生の息子の3人で、東京都西東京

市に自宅を構えています。単身赴任生活が長く、当地金

沢で通算14年目の単身赴任生活を迎えました。単身赴

任生活がすっかり板に付き、しっかり謳歌しております。

　ロータリークラブの活動は初めてでありますが、皆様

との交流を通じて奉仕の精神を学び、地域社会に少し

でも貢献できるよう努めて参ります。何卒ご指導の程よ

ろしくお願い申し上げます。
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入会挨拶



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！

紙谷…岡ガバナー補佐、ようこそ金沢東RCへ。卓話楽しみ
です。

松本浩平…岡ガバナー補佐のご訪問、ありがとうございま
す。14ヵ年皆出席の顕彰、ありがとうございます。引
き続きご指導よろしくお願いいたします。

井上…岡ガバナー補佐の来訪を歓迎いたします。今ほどは
会長幹事懇談会ありがとうございました。引き続き
例会・クラブ協議会もよろしくお願いいたします。

髙桑幸一…岡ガバナー補佐ようこそいらっしゃいました。今
日は楽しみにしておりました。よろしくお願いします。

不室…35ヵ年皆出席顕彰をいただきました。ありがとうご
ざいます。奇しくも35年前、私に入会証書を渡して
いただいた、その時の会長は山本勝美さん、今の山
本会長のお父様でした。誠に感慨深いものがありま
す。お支えいただいた周りの多くの方々に心から感
謝いたします。

岩木…24ヵ年の皆出席顕彰をいただき、ありがとうござい
ました。皆さんのおかげで続けてこられましたこと
に感謝申し上げます。今後ともよろしくお願いいたし
ます。

大島淳光…7ヵ年皆出席顕彰をいただきました。健康にも留
意しながら1年1年精進してまいります。ありがとう
ございました。

忠田…誕生日のお祝をいただき、ありがとうございました。
能登…誕生日のお祝、ありがとうございました。
為廣…お誕生日のお祝、ありがとうございました。
島田…今年も誕生日プレゼントありがとうございました。

　合計　290,800円　

❖  8 月 23 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 7月26日 64 ／ 98　ホームクラブ　65.31％
 7月19日 ―／ 98　補正出席率　　―％
　　　　　　　　　　　　　       （出席免除会員3名）

〈 例会メニュー 〉
9/6 〈和食〉秋の味覚弁当 鶏加薬ごはん
9/13 〈洋食〉【旬を味わう収穫の秋】うれしいグルメな洋風弁当
9/27 〈中華〉秋の食材“美味”中華弁当

◆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

◆副会長指名委員会
日　時：9月27日(月)　13：40 ～
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F 

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。

❖  9 月 6 日（月）例会 ❖

“ガバナー公式訪問”

■ソング
“君が代”
“奉仕の理想”

■本日の卓話
  9月 6日  第2610地区ガバナー
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氏（七尾RC）
  「ロータリーと地域、そして私たちの仕事」（Zoom）

■例会卓話予定
  9月13日  和希㈱代表取締役
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氏（野々市RC）
  「石川県あるあるとESについて」
  9月27日  米山奨学生

  翁
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羽さん（金沢東RC）
  「自分なりの工芸表現を求めてきた20代の物語」
10月 4日  金沢青年会議所理事長
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  「未定」
10月11日  米山奨学生　
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さん（河北南RC）
  「未定」
10月18日  石川ヤナセ㈱代表取締役会長
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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
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氏（金沢東RC）
  「未定」

■ ニコニコBox（敬称略）
岡ガバナー補佐…クラブ訪問に参りました。よろしくお願

いいたします。
山本…岡能久ガバナー補佐ようこそお越しいただき、あり

がとうございます。本日は卓話も含めてどうぞよろ
しくお願い申し上げます。私事になりますが、先日
TBSの“ラヴィット”という番組で当社＝YSMをご
紹介いただきました。『ぼる塾』がツボに入ってニコ
ニコ笑えました。

９月は基本的教育と識字率向上月間・
ロータリーの友月間です


