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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

No.2843　2022.3.28

❖  3 月 28 日（月）例会 ❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
  3月28日  イーストベンチャーズ㈱代表取締役
  金

かね

子
こ

剛
たけ

士
し

氏（Zoom）
  「未定」

■例会卓話予定
  4月  4日  未定
  4月11日  春の特別例会

■ おめでとう（敬称略）
◎2月年間皆出席祝

 21ヵ年 厚見　正充 4ヵ年 中村　和哉
 3ヵ年 岩本　秀成

■ ニコニコBox（敬称略・順不同）
山本…馳新知事、村山新市長の新しい船出と、県＆市の一層の発展を

祈念いたします。本日の卓話講師として、ご近所（金沢港つなが
り）の河二さんをお迎えしてニコニコです。

横山…今回異動で、残念ながらロータリー退会となります。4年半の活
動で金沢東ロータリークラブの皆様には本当にお世話になり、あ
りがとうございました。4月からは関西にて勤務いたします。皆
様が健康で、地域が益々発展しますように祈念いたしております。

松本浩平…2019-20年度カナダに留学させていただいた次女・諒が、
お陰様で大学入試合格いたしました。ロータリーに感謝です。

中村…北國銀行ハニービーは18戦全勝でリーグ戦を1位通過し、来た
る20日に東京で行われるプレーオフ・ファイナルで史上初の8
連覇に挑戦します。是非熱い声援をよろしくお願いします。なお、
録画にはなりますが、翌21日13時50分から北陸朝日放送で試
合の模様が放送されます。是非ご覧ください。林さん機会があ
ればまた取材してください。

横山…誕生日祝をいただき、ありがとうございます。59歳となりました。
浅田久太…お誕生日祝をありがとうございました！普通に暮らせる日

常に感謝です。
笠間…きれいなお花をいただきありがとうございます。これからもよ

ろしくお願いします。
金谷…結婚記念日のお祝ありがとうございます。これからも仲良く過

ごしていきます。
　合計　1,481,000円　

❖  3 月 14 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 2月28日 53 ／ 100　ホームクラブ　53.00％
 2月21日 ―／ 100　補正出席率　　―％
　　　　　　　　　　　　　       （出席免除会員2名）

◆グリーン会ゴルフコンペ
日　時：4月2日（土）　9：12スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」

◆春の特別例会
日　時：4月11日（月）　18：30 ～
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F「例会場」
会費：会員10,000円、配偶者8,000円
※4/11（月）昼の通常例会はありません。

◆白山石川RC創立20周年記念式典・祝賀会
日　時：4月16日（土）　16：00 ～
場　所：グランドホテル白山
出席予定者：会長、幹事

◆2022-2023年度のための地区研修・協議会
日　時：4月17日（日）　12：00 ～ 17：00
場　所：富山県民会館＆Zoom
会　費：4,000円（会場・Zoom参加共/クラブ負担）
配信協力金：20,000円
参加対象者：次年度会長・幹事・理事・会計・各委員長

◆ロータリーリーダーシップ研究会（RLI）
日　時：4月24日（日）　9：30 ～ 16：30
場　所：Zoom参加
会　費：1,000円（クラブ負担）
出席予定者：松本浩平、藤弥

◆国際ロータリー第2610地区2021-22年度地区大会
会　場：和倉温泉「加賀屋」「あえの風」
１日目：5月14日（土） 
　　　　指導者育成セミナー
　　　　〔対象者〕会長、幹事、次年度会長、次年度幹事、地区委員長
　　　　RI会長代理御夫妻歓迎晩餐会
　　　　〔対象者〕会長、幹事、地区委員長
２日目：5月15日（日）
　　　　本会議Ⅰ、Ⅱ、記念講演、大懇親会
　　　　〔対象者〕全会員、ご家族
登録料：会員12,000円（内クラブ負担2,500円）、
　　　　ご家族8,000円

〈 例会メニュー 〉
3/28 〈中華〉香り良き季節野菜の中華弁当《10F》

3月は水と衛生月間です

3月理事役員会報告（3月14日）
1）退会者の件…承認。
・横山秀雄会員…転勤のため3/31付で退会

2）春の特別例会の件
・�4月11日18：30～ANAホリデイ・イン金沢スカイで開催。

3）職業奉仕研修旅行の件
・�6月7日(火)～8日(水)足立美術館、出雲大社などを視察。
・�まん延防止等重点措置の解除以降に案内を送信し、

新型コロナの状況を見極め催行を決定する。
4）トンガ王国海底火山大規模噴火義援金の件
・�ガバナー事務所からの要請額（500円×会員数)を、

ニコニコBOXより支出とする。



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！

2022〜2023年度 金沢東ロータリークラブ理事・役員・委員会構成

会　長	 松本　浩平（理）	 理　事（職業奉仕）	 向井　健夫
副会長（会長エレクト）	 井上英一郎（理）	 理　事（社会奉仕・青少年奉仕）	 冨久尾佳枝
副会長（クラブ奉仕・会長ノミニー）	 能登健太朗（理）	 理　事（国際奉仕）	 大島　淳光
幹　事	 藤弥　昌宏（理）	 理　事（65周年実行委員長）	 米沢　　寛
副幹事	 南　　志郎	 理　事	 浅田　久太
S A A 	 黒木　康生（理）	 理　事	 金谷　道憲
副SAA	 橋浦　康友	 理　事	 小池田康秀
会　計	 厚見　正充（理）	 理　事	 松本　健夫
監　査	 岩木　弘勝	
直前会長	 山本　晴一（理）	 直前幹事	 紙谷　一成

委員会 委員長 担当委員長 副委員長 委　　　　　員

クラブ奉仕 能登健太朗（理）

職業分類
会員選考 鈴木　宗幸 別川　　稔 不室　　昭、小池田康成、松木　浩一、若林　智雄

会員増強 金谷　道憲（理） 蟹瀬　　克 平野　利康、坂本　憲一

ロータリー情報 小池田康秀（理） 髙桑　幸一
浅田　裕久、北川　義信、高桑　秀治、田中　和彦
和田　清聡

親　　睦 浅田　久太（理） 村端　一男

相原　信康、浅野　達也、鳩山　　学、林　　寛子
石野　信治、板橋　史明、泉屋　拓郎、絹川　善隆
北　総一郎、高口　　格、小西　敏雄、長嶋　宏明
白井　晃仁、高多　倫正、田中　主水、寺松　信宏
富田　武正、吉岡　東吾

出　　席
ニコニコ 河野　理恵 柴山　　彰 岩本　秀成、太田　光尋、我妻　博志、山岸　敬広

プログラム 谷村庄太郎 中村　和哉 日根野幸子、木村　道明、水上　誠子、高岩　勝人

会　　報
広　　報
雑　　誌

気谷　源嗣 玉田　善久 忠田　秀敏、金井　辰樹、鷺　　佳憲、為廣　　薫

職業奉仕
（ロータリー･ボランティア）

向井　健夫（理） 野村　圭作 金子　福夫、小池田　均、岡田　直樹

社会奉仕
青少年奉仕 冨久尾佳枝（理）

環境保全
人間尊重 渡辺　数磨 寺村　篤毅 湊　　康久、山崎　勝治

地域発展
奨学財団 松本　健夫（理） 朝倉　宏太 安達　　洋、竹松　俊一

協同奉仕
（ローターアクト）

木屋　満晶 外山　正修 三平　佐弓、鍋谷　一貴

協同奉仕
（インターアクト）

中井　弘之 島田　義展 笠間　史盛、木藤衣妃子

国際奉仕
（ロータリー友情交換） 大島　淳光（理）

国際青少年計画
世界社会奉仕 白川ひとみ 光林　昭二 池田　佳子、宮本　秀夫、中田　吉則

ロータリー財団
米山記念奨学会 石野　一樹 喜多　孝之 大島　国雄、塩村　秀樹、山城　大助

65周年実行委員長 米沢　　寛（理） 紙谷　一成（事務局長）

＜地区役員＞	 国際青少年交換委員長　　　　　中田　吉則	 (2022,7,1 より実施）
	 危機管理委員　　　　　　　　　中田　吉則
	 国際青少年交換委員　　　　　　竹松　俊一
	 ローターアクト委員　　　　　　木屋　満晶
	 インターアクト副委員長　　　　南　　志郎
	 ロータリー米山記念奨学会委員　石野　一樹


