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奉仕しよう みんなの
人生を豊かにするために

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
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PETS 開催報告
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3月19日（土）、富山県民会館にて会長エレクト研修
セミナー（PE TS）が開催される予定でしたが、コロナ
の感染状況を勘案され、今年はオンラインでの開催と
なりました。もちろん私にとってPETSは初めての経験
だったのですが、会長エレクトとして参加する最初の地
区の会議でパソコン画面でのオンライン会議は少々残
念なものとなりました。
神野ガバナーの開会点鐘、若林地区研修リーダーの
ご挨拶に続き、2022-23年度黒川ガバナーエレクト（富
山南RC）のご挨拶では、RIジェニファーE.ジョーンズ会
長の紹介と年度テーマである“IMAGINE ROTARY”
についての説明がありました。ジョーンズ会長（カナダ
ウィンザーローズランドR C）は115年のロータリーの

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
U Ｒ Ｌ：http://www.kanazawahigashi-rc.com/

歴史で初の女性会長であり、2019年にR I理事会で採
択されたDEI（DIVERSITY=多様性EQUITY=公平さ
INCLUSION=受容）声明をRIの活動として積極的に推
し進める、とのお話がありました。続いてガバナーエレ
クトより地区方針「ロータリーと共に」についてご説明
があり、最重要課題として「ポリオの根絶」を掲げられ、
地区組織としての地区内64クラブに対して、具体的な
活動指針が示されました。今年は、例年の座学形式の
研修と異なるRLI（Rotary Leadership Institute）
方式で研修が行われました。グループに分かれ、①R I
方針・地区方針、②R財団・国際奉仕・社会奉仕・職業奉
仕部門、③国際青少年・米山奨学記念・IA（インターア
クト）・R A（ローターアクト）部門、④マイロータリー運
用・公共イメージ・会員増強部門、⑤地区・クラブの危機
管理部門、の5つの部門についてDL（ディスカッション
リーダー）のコーディネイトのもと、他クラブの会長エ
レクトとグループディスカッションが行われました。そ
れぞれのテーマについて、各クラブの考え方や活動内容、
今後のビジョン等々を聞くことができ、大変参考・勉強
になる研修となりました。
先んじて3月15日に開催された諸江ガバナー補佐
（香林坊R C）主催の石川第一グループAチームミー
ティング等、次年度へ向けた準備も始まり、いよいよ
2022-23年度のスタートまで3か月余りとなり、日に日
に緊張と焦りが高まる今日この頃であります。
蔓延防止等重点措置も解除となり、春本番を迎え、な
かなかアフターコロナとまではいきませんが、少しでも
普通の日常に戻ることを祈りつつ、報告といたします。

（記 会長エレクト：松本 浩平）

事務局：金沢市彦三町2丁目1番地45号 むさしビル4F
ＴＥＬ：076-260-1212 FAX：076-260-5656
E-mail ：k-eastrc@gaea.ocn.ne.jp

会長：山
幹事：紙
会報：池
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四つのテスト

言行はこれに照らしてから
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1. 真実かどうか
2. みんなに公平か
3. 好意と友情を深めるか
4. みんなのためになるかどうか

4 月 11 日（月）例会
“春の特別例会”
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■ソング

奉仕しよう みんなの
人生を豊かにするために

渡辺…お誕生日のお祝をいただき、ありがとうございました‼
若林…結婚記念日祝をいただきました。何年目になるのか、ゆっく
り考えます。ありがとうございます。
三平…お休みしている間に結婚記念日のお祝をいただき、ありが
とうございました。これからも夫婦共々健康に注意して仲
良く暮らしていこうと思います。ありがとうございました。
南 …結婚記念日のお祝をいただき、ありがとうございました。
今週金曜だという事を失念していましたので助かりました。

“我等の生業”
“R-O-T-A-R-Y”

合計

■本日の卓話
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4月11日		 春の特別例会

4 月 4 日（月）例会報告
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■出席率報告

■例会卓話予定
4月18日		 石川樹脂工業㈱専務取締役
いしかわ

つとむ

むら お

みのる

		 石川 勤 氏
		 「未定」
4月25日		 中部経営・辻・本郷税理士法人 理事長・税理士
		
		
5月 2日		
5月 9日		

1,569,000円

村尾 実 氏（金沢香林坊RC）
「未定」
休会
㈱ゴーゴーカレーグループ代表取締役

みやもりひろかず

		 宮森宏和氏
		 「未定」
5月15日		 第2610地区大会（和倉温泉）

■ ニコニコ Box（敬称略・順不同）
山本…本日の卓話講師として直江学美様をお迎えしております。
後ほどのお話と歌唱を楽しみにしております。兼六園の桜
も咲いて、また観光客の方々が増えてきました。少しだけニ
コニコです。
冨久尾…本日は卓話に友人の直江さんとジドレさんをお迎えする
ことができました。貴重なお話を伺う機会をいただき感謝
です。
藤弥…先日のグリーン会でハンデに恵まれ準優勝することができ
ました。同組で回らせていただいた木屋さん、鍋谷さん、あ
りがとうございました。次は優勝目指して精進します。
井上…2日土曜日のゴルフコンペでドラコン賞をいただきました。
たまたま「今日イチ」が出たホールがドラコンホールでラッ
キーでした。スコアはともかくニコニコと。
吉岡…グリーン会参加させていただき、ありがとうございます。
浅田裕久…誕生日のお祝ありがとうございます。82歳か、嫌にな
りますが、長命でおられたのも家族や周りの皆様のお陰で
す。感謝して！！！
不室…誕生日のお祝ありがとうございます。この年（81歳）まで生
きられるとは思っていませんでした。これからもよろしく
お願いします。
松木…誕生日のお祝をありがとうございました。
泉屋…誕生日のお祝をいただき、誠にありがとうございました。
48歳になりました。これからも健康に留意していきたいと
思います。

４月は母子の健康月間です
〈 例会メニュー 〉
4/11 〈中華〉春の特別例会
4/18 〈洋食〉春を楽しむ食彩洋食弁当《10F》
4/25 〈中華〉スパイス香る中華弁当

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。

3月14日
3月 7日

64 ／ 100 ホームクラブ 64.00％
―／ 100 補正出席率
―％
（出席免除会員2名）

◆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
対象者：次年度会長・幹事・理事・会計・各委員長
◆次年度第1回クラブ協議会
日 時：4月18日（月） 13：40 ～ 14：40
場 所：ANA ホリデイ・イン金沢スカイ10F「加賀の間」
出席対象者：次年度理事・役員・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
◆職業奉仕研修旅行
日 程：6月7日（火）～ 8日（水）
視察先：足立美術館、出雲大社など
宿泊先：出雲・玉造温泉「佳翠苑 皆美」
会 費：お1人様85,000円

5/2㈪,16㈪は休会です

ホームページは
コチラ！

Facebook は
コチラ！

