
第2211 回 例会  最終夜間例会
6 月 24日（木）晴れ／ 18：10〜 20：30［松魚亭］

１．式次第
点鐘
ロータリーソング「我等の生業」
中村實博会長挨拶
松田光代幹事挨拶
新旧会長・幹事バッジ交換
松魚亭さんより会長・幹事へ花束贈呈
ニコボックス披露
ミニコンサート（浅香京子氏　ヴァイ
オリン演奏）
乾杯
ゴルフ同好会　会長賞発表（山上公介君）
閉会の挨拶　水巻会長エレクト
ロータリーソング「手に手つないで」
閉会点鐘

２．出　欠
出　席　29名　　ご家族　10名
欠　席　14名

３．ニコニコボックス
中村（實）君、松田君

一年間ありがとうございました。無事に今日を迎えること
が出来ました。皆様のおかげです。最後の夜間例会を浅香
さんの調べで飾る事ができ感謝です。

水巻君　中村会長、松田幹事　一年間ご苦労様でした。
小泉君　中村さん、松田さん、一年間ご苦労様でした。たいへんな

一年！ありがとうございました。
喜多君　中村会長、松田幹事　一年間お疲れ様でした。
畠　君　中村会長の一年間のご苦労に感謝して。
大村君　中村会長、松田幹事　大変ご苦労様でした。
的場君　6月 2日は結婚 50周年の記念日でした。山あり谷ありでし

たが夫婦楽しく過ごしています。
　合計 23,000 円（累計 578,000 円）

6月出席率　75.05％
2020 ～ 2021 年度出席率　79.31％

第2212 回 例会
7 月 1日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
新年度所信表明
水巻博光会長、喜多利行幹事、
木下会員開発統括委員長、
的場クラブ広報統括委員長

２．出　欠
出　席　29名　　欠　席　13名

３．第 47 代会長・幹事顕彰
４．新会員紹介
山﨑洋一君（紹介者・木下君）

５．友好クラブより祝電披露
６．お誕生日祝い
辻君（３日）、安宅君（5日）、本岡君（29日）

７．ご結婚記念日祝い
佐賀君（6日）

８．ニコニコボックス
水巻君、喜多君

新入会員山﨑さんを迎えて　楽しくやりましょう。
本日から新年度です。用意ドンからの「点鐘」緊張します。
よろしくお願いします。

小泉君　水巻会長・喜多幹事の新年度のスタートを祝して‼
中村（實）君、卯野君

水巻会長・喜多幹事の船出を祝して！　一年間よろしくお
願いします。

畠　君　水巻丸のスタートを祝し　一年間頑張りましょう。
松本君　水巻さん、喜多さん　一年間お世話になります。
松田君　新年度のスタートを祝して。
大村君　水巻新会長・喜多新幹事　お世話になります。よろしく。
屶網君　水巻会長・喜多幹事の船出を祝して。山﨑新会員をよろし

くお願いします。
山上君　先週のゴルフコンペ、会長賞　名器のパター頂きました。

家宝にします。
山﨑君　初めまして、新人の山﨑洋一です。

　　合計 23,000 円（累計 23,000 円）

第2213 回 例会
7 月 8日（木）雨／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
新年度所信表明
内堀奉仕プロジェクト統括委員長、畠クラブ管理運営統括委員長、
安宅 50周年記念事業準備委員長

２．出　欠
出　席　29名　　欠　席　13名

３．第 2620 地区熱海豪雨災害義援金募金
４．皆出席顕彰
34 ヶ年　辻　利陽君、17ヶ年　中村芳明君、13ヶ年　中川茂樹君、
9ヶ年　松田光代君、3ヶ年　喜多利行君、2ヶ年　野村眞一郎君

５．ニコニコボックス
水巻君　本年度二回目です。徐々に慣れたいと願っています。クラ

ブ要覧配布できました。一読よろしく。
喜多君　次男が 7月 4日に入籍しました。お祝いを頂きまして有難

うございました。
松田君　皆出席顕彰いただきました。ありがとうございます。
野村君　皆出席顕彰いただきました。ありがとうございます。
中村（芳）君　皆出席顕彰いただきました。ありがとうございます。

　合計 13,000 円（累計 36,000 円）

■ 8 月予定
● ８月   5 日（木）例会（卓話「私の名刺」　会員　山﨑洋一君）
 　　　　　　　　・8 月定例理事会
● ８月 12 日（木）休会
● ８月 19 日（木）例会
● ８月 26 日（木）納涼夜間例会（さくら亭）

コロナウイルス流行状況により中止・変更になることがあります。
金沢市内 RC の例会変更は事務局へお問い合せください。
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「大乗寺のあじさい」●会員数／ 42 名 ●クラブ設立／昭和 48 年 10 月 3 日

◎例会日／木曜日 12：30〜13：30

◎例会場／松魚亭　金沢市観音町3-4-45 TEL:076-252-2271 FAX:076-252-2273

●会長／水巻　啓光 ●会長エレクト／小泉　幸雄 ●副会長／山上　公介
●幹事／喜多 利行 ●副幹事／木村 康徳 ●会場監督／野村 眞一郎 ●会計／松田 光代
●クラブ会報委員長／的場　晴次



　　
2021 〜 2022年度　国際ロータリーテーマ 2021〜 2022年度　金沢北ロータリークラブ会長メッセージ

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために  SERVE TO CHANGE LIVES 助けあい、学びあうクラブRI 会長　シェカール・メータ 会長　水巻　啓光

　2021～2022 年度の RI 会長シェカール・メータ氏のテー
マは、「 奉 仕しよう　 みんなの人 生を豊かにするために」

（「SERVE TO CHANGE LIVES」）です。「超我の奉仕」
というロータリーの標語の下、私たちは、「もっと行動する」

ために「もっと成長する」必要があると述べています。
　当地区新ガバナー神野正博氏のテーマは「レジリエンス～未来のロータリーを
築こう」（「RESILIENCE~MAKE the FUTURE of ROTARY」）です。社
会もクラブの運営もコロナ禍以前には戻らないと認識すべきで、Resilience（困
難から回復）していくヒントは三密の回避（密着→非接触、密閉→リモート（オ
ンライン）、密集→バーチャル）と唱え、７つの地区方針を呼びかけています。
　ところで、第 48 代目の会長を仰せつかり、身の引き締まる思いです。クラブ
幹事の経験もなく、会長の器でもない私が引き受ける巡りあわせに戸惑いつつ、

「過ぎたるは…」と自分に有利な言葉を口ずさみながら、皆さんのお力を頂きな
がら走ります。
　中村前会長が掲げたテーマ・計画は、コロナ禍のためにほとんどが中止・延
期となり、日の目を見ないのは非常に残念との思いがあります。
　この思いを含めて、今年度の当クラブのテーマを「助けあい、学びあうクラブ」
といたします。（大先輩の柴田三郎氏の言葉の一部を頂きました。）
　ロータリーは例会が命と考えています。そして、一人一人がクラブの現状を理
解し、積極的に運営に参加することも重要です。また、我がクラブをよりよくす
るには、他クラブや地区レベルの会合・交流など、様々な機会を通じて意見交
換することも大切だと思います。

　皆さんに協力依頼をする場面が多くなると思いますが、１年間、よろしくお願
いいたします。

助けあい、学びあうクラブ
会　長　水巻　啓光

　今年度金沢北ロータリークラブの幹事を務めさせていただき
ます喜多利行でございます。
　新型コロナウィルスが猛威を振るう状況の中で、金沢北ロー
タリークラブに入会してから日も浅い私が幹事という重要な職

を無事に務められるか、正直なところ不安が大きいです。
　さらに変異ウイルスが日本でも流行してきており、今後ワクチンの普及や治療
薬の開発がすすまなければ、今年も例年通りのクラブ運営をする事が難しくなっ
てくると考えられますし、コロナ禍でのクラブ運営方法や思いもよらない事態へ
の対応等が求められるかもしれません。
　しかし、この状況を今年度の当クラブ会長テーマ「助け合い、学びあうクラブ」
を実践するチャンスと捉えて、会員の皆様のお力をお借りし、各委員会と連携を
図り、今まで以上に会員相互の親睦が図れる様にクラブ内で連携してまいりたい
と思います。
　幹事として水巻会長の想いやクラブ運営方針を縁の下からお支えし、また幹事
としての任務を「四つのテスト」
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
に忠実に照らし合わせながら努めてまいる所存でございます。
　何分不慣れではございますが、1 年間会員の皆様のロータリー活動が充実し、
楽しく過ごしていただけるように精一杯頑張って参りたいと思っております。
　皆様のご協力、ご支援お願い申し上げます。

幹事就任のご挨拶
幹　事　喜多　利行

第2210 回 例会
6 月 17日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．企画
次年度委員会打ち合わせ

２．出　欠
出　席　27名　　欠　席　16名

３．旭日章受章お祝い
木下　和吉　君

４．皆出席顕彰
21 ヶ年　　中村　實博　君

５．マルチプルポールハリスフェロー
中村　實博　君

６．米山功労者
松田　光代　君

７．RLI パートⅢ修了
松田　光代　君

８．ご息女結婚お祝い
辻　利陽　君

９．お誕生日祝い
5 月　越田君（6日）、木村（功）君（18日）、松本君（23日）
6月　諸江君（11日）、蓮池君（12日）、千口君（26日）

10．ご結婚記念日祝い
5 月　喜多君（4日）、野村君（17日）、内堀君（19日）、

木村（康）君（20日）、伊東君（29日）
6月　的場君（2日）、向峠君（26日）

１1．ニコニコボックス
中村（實）君、松田君

久しぶりの例会、みなさまのお顔みられてうれし
いです。

畠　君　さわやかな北風が吹いてアジサイ日和です。さっ
と一雨ほしいですね。

木下君　旭日章を受章しました。
辻　君　6月 13 日娘が結婚しました。お祝いありがとう

ございます。
　　合計 45,000 円（累計 555,000 円）


