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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
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世界社会奉仕 白川ひとみ 光林　昭二 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）

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

	 ＜地区役員＞	 ローターアクト委員　　木屋　満晶	 国際青少年交換委員長　　　　　
中田　吉則

	 	 インターアクト委員　　南　　志郎	 危機管理委員
	 	 会員拡大増強委員　　　厚見　正充	 国際青少年交換委員　　　　　　竹松　俊一
	 	 国際奉仕小委員会委員　大島　淳光	 ロータリー米山記念奨学会委員　石野　一樹

「クラブの真価をシンカさせよう！」

会長　松本　浩平

　2020年以降、新型コロナウィル
ス感染症の蔓延とその対応の中で、
国・地域・企業・生活者、社会全体
がこれまで当たり前だったことを
再考し、取り巻く環境の激変への
対応を強いられ、急速に変化し続
けています。そして、私たちの生活
様式や働き方等、価値観の多様化
も加速したことで、社会は大きな

変貌を遂げています。こうした環境の下、私たちのロー
タリー活動も様々な影響・制約を受け、都度の対応をし
ながら活動を継続しています。残念ながら天災・疫病・
紛争・経済危機等、環境・社会の変化すべてを見通すこ
とはできませんが、目の前に起こる変化にできる限り対
応し、自らの成長と更なる社会への貢献の機会と捉え、
真摯に活動することが求められていると考えます。
　2022‐23年度国際ロータリー（RI）会長ジェニファー 
E.ジョーンズ氏（カナダ、オンタリオ州、ウィンザーロー
ズランドRC）は創業者兼社長で、地域においてもウィ
ンザー大学理事長や商工会議所会頭等、社会活動も積
極的におつとめになられた才媛で、115年に及ぶロー
タリーの歴史において初の女性会長に就任されまし
た。「“IMAGINE ROTARY”イマジン ロータリー」を
テーマに掲げ、「会員が夢を実現するために行動し、ク
ラブの魅力を最大限に味わえる場としてのロータリー
を思い描き、互いのつながりを深めることによって世
界に変化をもたらすパートナーシップを築くこと」を呼
び掛けています。また、ロータリーすべての会員が、個
人・クラブ・地区としてDEI、DIVERSITY=多様性・
EQUITY=公平さ・INCLUSION=包摂、への取組み
を実践することを推奨されています。RIの方針を受け
て、RI2610地区の黒川伸一ガバナー（富山南RC）は地

区テーマを「ロータリーと共に」と掲げられました。地
区内64クラブに対する満足度調査の実施と、クラブの
問題や課題の解決をはじめ、地区として支援策を共に
考え行動する、と謳われ、クラブの活性化に向けた地区
の在り方、クラブと地区の関係強化を標榜されていま
す。また、RIの最重要課題であるポリオ根絶に向けて
も、更なる活動の推進とメンバーへの啓蒙を図るため
に、地区内2600余名のメンバーとの協働を計画されて
います。地区関連では、国際青少年交換プログラムの再
開や、金沢東ローターアクトクラブが運営において一翼
を担う2610地区主管の全国ローターアクト研修会の開
催も予定されており、コロナによって滞っていた事業も
再開の方向で進んでいます。国際青少年交換委員会の
中田委員長はじめ、7委員会・7名に地区委員会へ出向
いただき、地区とクラブの連携・情報共有等ご尽力いた
だきます。メンバー各位には地区出向者ならびに地区事
業へのご支援をお願い致します。
　金沢東ロータリークラブは1958年6月23日、ロータ
リーの理念の下、33名のチャーターメンバーの志をもっ
て創立されました。爾来、歴代64名の会長の、一年一年、
時々の思い、ロータリー精神と友情で結ばれたメンバー
一人ひとりの「親睦」と「奉仕」の実践の積み重ねと、互
いが学び、育みあった自己研鑽の上に現在があります。
当クラブは創立65周年を迎えます。「過去への感謝と
未来への歩み」の意味を込めて、今年度「クラブの真価
をシンカさせよう！」をスローガンに掲げさせていただ
きます。

　　真価を進化　より善く、自らと社会を前進させよう

　　真価を深化　より意味・意義あるものに

　　真価を芯化　友情と結束をより強固に

　　真価を新化　新たなチャレンジでさらなる飛躍を

　　真価を清化　より高潔に、清く正しく美しく

　創立来培われてきた、明るく楽しい自由闊達な雰囲
気・人間性豊かな会員相互の友情・真摯な奉仕の実践
等、善き歴史・伝統である金沢東ロータリークラブの真
の価値をしっかりと継承・発展できるよう、各委員会を
担っていただく委員長・委員会メンバー、そしてクラブ
全体として縦断的・横断的な情報と活動の共有をもって、
メンバーの皆さんとともに「シンカ」出来るよう活動し
て参りたいと思います。
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新任挨拶
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ホームページは
コチラ！

Facebookは
コチラ！

幹事　藤弥　昌宏

　この度、金沢東ロータリークラ
ブ2022―2023年度幹事を拝命
いたしました藤弥昌宏と申します。
歴史と伝統ある金沢東ロータリー
クラブの幹事という大役に、身の
引き締まる思いです。
　私は金沢東ロータリークラブに

2015年入会し7年となります。入会後は、会員増強委員長、
副SAA、SAA、プログラム委員長、親睦委員長、そして
副幹事の機会をいただき現在に至ります。さらに入会し
て間もない2017―2018年度に一人息子が長期交換留学
生として1年間アメリカへ留学させていただくという有難
い機会を賜り、金沢東ロータリークラブには、親子で大変
お世話になっており、あらためて心から感謝申し上げます。
　金沢東ロータリークラブは創立65周年を迎えます。
さらに東京東ロータリークラブとの姉妹クラブ締結50
周年と、節目が重なるタイミングとなります。
　第65代 松本浩平会長は「過去への感謝と未来への
歩み」の意味も込め、「クラブの真価をシンカさせよ
う！」というスローガンを掲げられました。

　　真価を進化　より善く、自らと社会を前進させよう

　　真価を深化　より意味・意義あるものに

　　真価を芯化　友情と結束をより強固に

　　真価を新化　新たなチャレンジでさらなる飛躍を

　　真価を清化　より高潔に、清く正しく美しく

　私自身、このスローガンと「5つのシンカ」には大変共
感しています。
　金沢東ロータリクラブは長きに亘りクラブ奉仕、職
業奉仕、社会・青少年奉仕、国際奉仕という奉仕活動を
着実に展開しつつ、明るく楽しく、そして温かく和やか
な雰囲気の中で会員相互の親睦を深めてきました。こ
れらは正に金沢東ロータリークラブの特徴であり魅力
だと言えます。それが「シンカ」することにより、金沢東
ロータリークラブはさらに魅力を増し、輝きを放つと確
信しております。
　新型コロナウィルス感染拡大という脅威と向き合い
約2年半が経過しました。この間ロータリー活動で最も
大切な親睦の機会が失われました。そして時代はウィ
ズコロナと言われ、感染防止対策を関係各所としっか
り行いながらも親睦を深める機会が少しずつ戻ってき
ました。引き続きメンバーの皆様の安心と安全を第一に
考えたクラブ運営を行なってまいります。
　最後に、国際ロータリー2610地区内64のロータ
リークラブで会員数100名以上のクラブは私たち金
沢東ロータリークラブの他、金沢、金沢香林坊、富
山の4クラブだけです。私はまだまだキャリアが浅く、
若輩者ではありますが、2610地区内有数の大きなク
ラブの幹事という責任ある役職をしっかり全うでき
るようロータリーをより学び、明るく前向きに活動し
てまいります。会員の皆様には、金沢東ロータリーク
ラブの活動、そして創立65周年という節目の年とな
る2022―2023年度に、ご理解とご協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。

新旧会長･幹事 バッジ交換（6 月 27 日例会）
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

　当クラブは5年前に還暦を迎え、周年事業の在り方に
ついても一考のタイミングに来ていると思います。また、
今年度は、東京東ロータリークラブとの姉妹クラブ締
結50周年の節目の年ともなります。東京東クラブとは
互いの周年事業への参加をはじめ、長年に亘り友情を
温め続けてきています。歴代の諸先輩方が脈々と紡い
で来られた友情を改めて確認し、未来に繋ぐ役割も担
いたいと思います。
　私たちは、取巻く環境の変化を取り入れながら活
動すること、臨機応変にイノベーションを起こすこと
で、「クラブの真価をシンカさせること」即ち、クラブ

の持続的成長発展と未来戦略を描くことができると
信じます。
　若輩、微力ながら第65代の会長を務めさせていた
だきます。特にウィズコロナのこの時代・状況を勘案
し、メンバーの安全と安心を第一に、「シンカ」する「親
睦」・「奉仕」活動ができるように、丁寧なクラブ運営に
努めて参ります。
　ロータリー活動において、例会への出席が第一義で
あることは普遍です。メンバー各位の積極的な例会へ
の出席と各種事業・活動への参画をお願い申し上げ、
2022‐23年度会長就任のご挨拶と致します。

厚見…山本会長、紙谷幹事、そして委員長の皆様、1年間あ
りがとうございました。猛暑の時こそ会長の涼しい
ジョークが聞きたかったのですが…

松本浩平…山本会長、紙谷幹事、1年間お疲れ様でした。ご
尽力に心から敬意と感謝を申し上げます。

藤弥…山本会長、紙谷幹事、2021-2022年度の活動お疲れ
様でした‼引き続き直前会長、直前幹事としてご指
導よろしくお願いします。

中村…25日まで福井県で行われた高松宮記念杯全日本社
会人ハンドボール選手権で北國銀行ハニービーは優
勝、7連覇を達成することができました。主力選手が
引退し新チームでの挑戦でしたが、優勝できホッとし
ています。7月30日に金沢市総合体育館で行われる
日本リーグの試合に、皆さんを招待したいと考えて
います。詳細はまた後日。

野村…日頃からご愛顧いただき誠にありがとうございます。
県民割は三度7月14日利用分まで延長になりました。
内容は従前のプランとほぼ変わりありませんので、
この機会に是非、ご活用いただければ幸いです。

木屋…土曜日にグリーン会と納会を開催しました。納会に
は山本会長にもご参加いただき、大いに盛り上がり
ました。今年度もグリーン会にご協力いただき、あり
がとうございました。次回は9/24（土）となります。
多くの方のご参加をお待ちしております。

浅田久太…グリーン会の打ち上げで六角堂をご利用いただ
き、ありがとうございました。

　合計　1,913,900円　

❖  6 月 27 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 6月 6日 59 ／ 95　ホームクラブ　62.11％
 5月30日 ―／ 96　補正出席率　　―％
　　　　　　　　　　　　　       （出席免除会員2名）

〈 例会メニュー 〉
7/4 〈和食〉水無月の七夕弁当
7/11 〈洋食〉夏こそ【食で元気に！】緑黄色野菜たっぷり洋弁当
7/25 〈中華〉あっさり中華の松花堂弁当

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。

◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日　時：7月4日（月）　11：30 ～
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ10F
出席予定者：鍛冶、宮川、中村喜洋、小池田康秀、松本浩平、
　　　　　　藤弥、厚見、平野、中村和哉

◆米山奨学生・オリエンテーション
日　時：7月7日（木）　14：00 ～
場　所：金沢大学
出席予定者：石野一樹

◆新旧理事役員会
日　時：7月11日（月）　11：00 ～
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ

❖  7 月 4 日（月）例会 ❖

■ソング
“君が代”
“奉仕の理想”

■本日の卓話
  7月  4日  会長・幹事新任挨拶

■例会卓話予定
  7月11日  臨時総会（決算・予算）
  5大奉仕委員長新任挨拶
  7月25日  金沢美術工芸大学　学長

  山
やま

崎
ざき

  剛
つよし

氏
  「新キャンパス移転、金沢美大の未来像」
  8月  1日  ダートコーヒー㈱ 業務部長

  中
なか

西
にし

泰
やす

仁
ひと

氏
  「コーヒーで世界はつながる ―コーヒーとSDGs―」
  8月22日  金沢市文化スポーツコミッション代表

  平
たいら

 八
はち

郎
ろう

氏
  「未定」
  8月  1日  夏の納涼例会（六角堂Grill＆Bar）

■ ニコニコBox（敬称略・順不同）

山本…皆様1年間本当にお世話になりました。ありがとうご
ざいます。心より御礼を申し上げます。言葉では表せ
ない感謝の気持ちを、後ほど詩（うた）に込めてお届
けしたいと思います。「手に手つないで」を一緒に歌
えました事は今日一番のニコニコです。渡辺SAA
感謝します。

紙谷…至らぬ運営でしたが、皆様のご協力でなんとか本日
を迎えることができました。心より感謝申し上げま
す。ありがとうございました。

不室…山本会長1年間大変ご苦労様でした。コロナ禍の中、
何事も無く良かったですね。

高桑秀治…山本会長、紙谷幹事、1年間お疲れ様でした。
岩木弘勝…山本会長、紙谷幹事、1年間お疲れ様でした。楽

しい例会をありがとうございました。
田中…山本会長、紙谷幹事、1年間お疲れ様でした。いつも楽

しい例会でした。ありがとう。ゆっくりお休み下さい。

山本会長から松本浩平新会長へ 紙谷幹事から藤弥新幹事へ


