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三井住友信託銀行㈱
金沢支店兼金沢中央支店長
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　このたび、金沢東ロータリーク
ラブに入会させていただきました、
三井住友信託銀行株式会社の中村
と申します。
　本年4月に前任地の名古屋から

金沢に赴任して参りました。出身は滋賀県彦根市で、社
会人になってからは東京、大阪、名古屋での勤務ばかり
でしたので、金沢での生活は初めてとなります。金沢と
いえば、日本海で獲れる美味しいお魚が有名ですが、私
の好きな日本酒も大変美味しいとお聞きし、どんなお
酒を味わうことができるのか大変楽しみです。
　私の勤める三井住友信託銀行はその名の通り「信
託」を生業とする銀行であり、「信託」という言葉は、お
客さまに「信用していただく」こと、そして、お客さま
の大切なものを「託していただく」ことを表しています。
私自身当社に入社して以来、お客さまに「信用していた
だく」ためには、自分たちの利益は二の次で、まずお客
さまの利益を優先すること、その結果、お客さまは自身
の大切なものを託していただけるようになるのだと教
わって参りました。
　私は、ロータリーの活動に今回初めて参加させてい
ただくのですが、ロータリーが「奉仕の精神」を最も大
切にしておられ、「奉仕第1、自己第2」という考え方が
あるということを知りました。「信託」に通ずるところ
があると感じ、これまで仕事を通じて学んできたことを
ロータリーの活動の中で地域貢献という形で実現して
いきたいという思いを新たに致しました。
　ロータリーの一員としてこれから精進して参る所存
ですので、ご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い致
します。

金沢東ローターアクトクラブ
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　この度、2022-2023年度金沢東
ローターアクトクラブ（以下金沢
東RAC）の会長を拝命致しました
和田康佑と申します。前年度はク
ラブ会計として活動を行っており
ました。

　金沢東RACに加入して今年度で3年目を迎えました
が、ちょうど社会全体がコロナ禍に陥ってからの加入と
いうこともあり、ここ数年はクラブとして満足な活動が
出来たとは言えず、私自身も十分にローターアクトの理
念・活動を理解しているとは言えないと思っております。
　また、当クラブは在籍年数が短いメンバーが過半数を
占めており、私と同じような思いを持っているメンバー
が多くいると思います。そのような状況を打破していく
為にも今年度は積極的に活動をしていきたいと考え、ク
ラブターゲットを「つながり」を意味する「NEXUS」と
定めました。
　メンバーやクラブ間の「つながり」だけでなく、ボラ
ンティア活動やイベントの企画等、原点に立ち返り、社
会奉仕活動による親睦を通して地域の皆様との「つな
がり」を持ち、それを更に強固なものにしていきたいと
思います。
　また、2023年3月には第2610地区がホストとなり、
全国ローターアクト研修会が金沢で開催されます。他地
区との幅広い交流を通して各々の視野を広げると共に、
より良い「つながり」を築くことで、ローターアクトの更
なる発展に努めていくことも目標のひとつです。
　最後になりますが、金沢東ロータリークラブの皆様に
は常日頃から多大なるご支援を頂き厚く御礼申し上げ
ます。皆様のご期待に沿えるクラブ作りを行っていきた
いと思いますので、今年度におきましても引き続きご支
援賜りますようお願い申し上げます。
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入会挨拶
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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

ホームページは
コチラ！

Facebookは
コチラ！

大島国雄…誕生日のお祝をいただき、ありがとうございます。
米沢…誕生日のお祝をいただきました。ありがとうございます。
山本晴一…誕生日祝頂戴いたしました。今月65歳になります。同窓生がリタ

イアしたという案内がにわかに増えて、否応なく歳を意識させられます。
が、まだまだ…。お祝ありがとうございます。

水上…お誕生日のプレゼントをいただき、ありがとうございました。入会させ
ていただいて18年になります。今日、サファイア入りバッジをいただき
ました。これからもよろしくお願いいたします。

木屋…誕生日のお祝ありがとうございました。
髙口…誕生日のお祝をいただきました。誠にありがとうございます。大切に使

わせていただきます。
安達…結婚記念日祝をいただき、ありがとうございました。
石野信治…結婚記念日のお祝をいただきありがとうございました。29年にな

ります。単身生活も長くなり忘れがちですが、忘れずに連絡を入れます。
野村…この度、県民割はまたまた延長になりました。適用期間は9月30日ご利用

分までが対象です。悩ましくコロナ新規感染者数も高止まりしておりま
すが、飲食施設はいしかわ新型コロナ対策認証店を選定しています。ま
た、新たに人気のお店が8店舗加わりました。お手元のパンフレットをご
覧いただき、心と身体に栄養をとる機会にご活用いただければ幸いです。

　合計　453,000円　

❖  9 月 5 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
  8月  1日  60 ／ 101　ホームクラブ　59.41％
  7月25日  ―／   94　補正出席率　　―％
　　　　　　　　　　　　　       （出席免除会員2名）

〈 例会メニュー 〉
9/12 〈中華〉食欲の秋 実り豊かな中華弁当《10F》
9/26 〈洋食〉実りが彩る季節の洋食弁当

❖  9 月 12 日（月）例会 ❖

■ソング
“我等の生業”
“R-O-T-A-R-Y”

■本日の卓話
  9月12日   小松ウォールアイティ㈱ 代表取締役社長
    鍛

か

治
じ

  渉
わたる

氏（金沢東RC）
    「間仕切業界の現状と今後の課題」

■例会卓話予定
  9月26日   金沢学院大学芸術学部教授
    平
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氏
    「加賀の伝統文化・相阿弥流盆石」
10月  3日   第2610地区ガバナー
    黒

くろ

川
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氏
    「ロータリーと共に」

■ おめでとう（敬称略）
◎9月お誕生日祝
髙口　　格　9.  1  鷺　　佳憲　9.  7  米沢　　寛　9.  9
小池田康成　9.10  水上　誠子　9.20  山本　晴一　9.20
木屋　満晶　9.28

◎9月ご結婚記念日祝
大島　国雄　9.25  島田　義展　9.25  安達　　洋　9.27
林　　寛子　9.27  錦野　真二　9.27  石野　信治　9.28

■ ニコニコBox（敬称略・順不同）
松本浩平…本日、卓話講師にチャンネルアッシュ越原代表をお招きしておりま

す。よろしくお願いいたします。
中村和哉…今日は卓話にオジコブランドのTシャツを展開するチャンネルアッ

シュしゃちょ。の越原社長をお迎えしました。初対面のインパクトは強
いですが、至ってまともな経営者です。「○○しない経営戦略と顧客第
三主義」のお話を楽しみにしています。

松本浩平…八木光世さんのご入会、心から歓迎申し上げます。金沢東ロータ
リーを楽しんでください。

小池田康秀…新会員・八木光世さんのご入会を心より歓迎いたします。楽しい
ロータリー活動になることをお祈りしています。

藤弥…八木さんのご入会を心より感謝いたします。充実したロータリーライフ
を共に過ごしましょう‼

林　…八木光世さんを新会員にお迎えすることができました。よろしくお願い
いたします。八木さんはいつもニコニコ癒しの笑顔です。

八木…由緒ある金沢東ロータリークラブに入会を認めていただき光栄です。
会員として恥ずかしくないよう努めます。よろしくお願いします。

大島淳光…交換留学生キャサリンさん、ようこそ金沢東ロータリークラブ例会
へ。1年間の金沢での生活が充実したものになるようにサポートしてまい
ります。クラブメンバーの皆様、キャサリンをよろしくお願いいたします。

中田…Kate, welcome to Kanazawa! Please enjoy Japanese  life, 
culture and food.

石野一樹…徐さん、改めて、ようこそ金沢東RCへ。実りある1年にしてくださ
い。毎月の例会でお会いできることを楽しみにしています。

小池田康成…誕生日祝をいただき、ありがとうございました。9月10日に85歳
になります。もう一寸頑張ります。ニコニコと…

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

◆ガバナー補佐訪問会長幹事懇談会
日　時：9月12日（月）　11：20～ 12：10
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ10F「加賀の間」
出席者：会長、副会長、幹事、副幹事

◆ガバナー補佐訪問クラブ協議会
日　時：9月12日（月）　13：40～ 14：30
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F
出席者：会長、副会長、幹事、副幹事、会計、監査、SAA、各委員長

◆9月理事役員会
日　時：9月12日（月）　14：35～ 14：50
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F

◆グリーン会ゴルフコンペ
日　時：9月24日（土）　9：20スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」

◆親睦委員会
日　時：9月27日（火）　18：30～
場　所：レストラン&バー アルカンシェール（アパホテル金沢駅前14F）
会　費：7,000円
※親睦委員会のみのご案内です

◆ガバナー公式訪問会長幹事懇談会
日　時：10月3日（月）　11：30～ 12：15
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ10F「加賀の間」
出席者：会長、幹事

◆国際ロータリー第2610地区2022-23年度地区大会
会　場：富山国際会議場、ANAクラウンプラザホテル富山
１日目：10月22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：10月23日（日）
　　　　本会議Ⅰ・Ⅱ、基調講演、大懇親会
　　　　〔対象者〕全会員、ご家族、留学生、米山奨学生
登録料：会員13,000円（内クラブ負担3,000円）、ご家族8,000円


