
第2144 回 例会
5 月 30日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
由屋るる犀々　女将
藤橋　由希子　氏

「いま“観光”を考える」　
２．出　欠

出　席　27 名　　欠　席　18 名
出席率　60.00%　

３．ニコニコボックス
内堀君、向峠君

講話に藤橋由希子様をお迎えして
内堀君　先日瑞宝単光章を受章しました。周りの皆様に感謝してい

ます。
　　合計 54,000 円（累計 735,000 円）

第2145 回 例会
6 月 6日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
国際協力団体ブルードット　代表
赤坂　友紀　氏

「フィリピン・レイテ島と日本をつなぐ」
２．出　欠

出　席　22 名　　欠　席　23 名
出席率　48.88%　　ビジター　2 名

３．来訪者（敬称略）
金沢東ＲＣ　　木藤衣妃子
金沢東ＲＣ　　白川ひとみ

４．幹事報告
・18 時 30 分より、松魚亭にて新旧理事会開催

５．皆出席顕彰（敬称略）
19 ヶ年　　中村　實博
39 ヶ年　　本岡　三千郎

６．ご結婚記念日祝い ( 敬称略 )
　2 日　　　的場　晴次
26 日　　　向峠　仁志

７．ニコニコボックス
内堀君、向峠君

講話に赤坂友紀様をお迎えして。お話を楽しみにしています。
　　合計 4,000 円（累計 739,000 円）

第2146 回 例会
6 月 13日（木）曇り／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
ゴルフレッスンプロ
藤田　勝浩　氏

「ジュニアゴルファー育成活動の取り組み」
２．出　欠

出　席　23 名　　欠　席　22 名
出席率　51.11%

３．来訪者（敬称略）
金沢西ＲＣ　　辻　　卓
香林坊ＲＣ　　小幡謙二

４．ニコニコボックス
内堀君、向峠君

講話に藤田勝浩様をお迎えして、お話を楽しみにしています。
畠　君　新事務局員を迎えて新体制でスタートすることをうれしく

思います。協力頂いた方々に感謝して
　　合計 7,000 円（累計 746,000 円）

第2147 回 例会
6 月 20日（木）曇り／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
河田　康雄　氏

「『つる幸からせつ理へ』（ブラックですべ
らない厨房の中の話）」

２．出　欠
出　席　20 名　　欠　席　25 名
出席率　44.44%　

３．幹事報告
・事務局移転、備品寄付のお願い

４．ニコニコボックス
内堀君、向峠君

講話に河田様をお迎えして、お話を楽しみにしています。
　　合計 4,000 円（累計 750,000 円）

■金沢市内 RC ８月 例会変更
金　沢 RC
8 月　 7 日（水）　18:00 〜　ホテル日航金沢「納涼懇親会」
8 月 14 日（水）　休会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢東 RC
8 月 19 日（月）　休会
8 月 26 日（月）　18:30 〜　六角堂 Grill & Bar 「夏の納涼例会」
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢西 RC
8 月　 2 日（金）　18:00 〜　金沢東急ホテル「納涼例会」
8 月 16 日（金）　休会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢南 RC
8 月 13 日（火）　休会
8 月 20 日（火）　18:30 〜　松魚亭「納涼例会」
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢北ＲＣ
8 月　 1 日（木）　18:00 〜　松魚亭「納涼夏祭り」
8 月 15 日（木）　休会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
香林坊 RC
8 月 26 日（月）、9 月 2 日（月）、9 月 9 日（月）

金沢東急ホテルが改装のため３週間は移動通常例会
メイク可
18:30 〜　ANA クラウンプラザホテル金沢

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
みなと RC
8 月　 6 日（火）　→　8 月　 9 日（金）　浅の川園遊会白糸川床
8 月 13 日（火）　休会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
百万石 RC
8 月 15 日（木）　休会

■ 講話予定
● ８月   1 日（木）納涼夜間例会
● ８月   8 日（木）米山奨学生（野々市 RC）金丹氏
　　　　　　　　　「日本での留学生活」
● ８月 15 日（木）休会
● ８月 22 日（木）㈱オハラ代表取締役　小原繁氏
　　　　　　　　　「達人に学んで」
● ８月 29 日（木）会宝産業㈱　近藤高行氏
　　　　　　　　　「 SDGs による経営 」
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「金沢東茶屋街」
●会員数／ 46 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／中村　芳明 ●会長エレクト／中村　實博 ●副会長／水巻　啓光
●幹事／大場　修●副幹事／松田 光代 ●会場監督／渡邊 尚孝 ●会計／向峠 仁志
●クラブ会報委員長／中川 茂樹

■お詫び　　  要覧・クラブ名簿に誤りがございました。
　　　　　　　  要覧 P17、名簿 P24 に記載の西雅哉会員の事業所電話番号が間違っておりました。
　　　　　　　  ご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。近日中に訂正シールを作成し、例会でお配りします。
　　　　　　　誤　T 254–5050　→　正 T 222–5050



　
2019 〜 2020年度　国際ロータリーテーマ 2019〜 2020年度　金沢北ロータリークラブ会長メッセージ

ロータリーは世界をつなぐ ROTARY CONNECTS THE WORLD 笑顔で持続可能なロータリー  Sustainable Rotary Club With A SmileRI 会長　マーク・ダニエル・マローニー 会長　中村　芳明

　49 歳で北ロータリーに入会、65 歳で会長になる私は、北ロータリーの入会順番でちょ
うど真ん中に位置します。諸先輩が半分後輩も半分の中で会長の役職をどのように務め
ればいいのかを、入会当初からを思い出しながら振り返って考えてきました。

　RI 会長マーク・ダニエル・マローニーのテーマは「ロータリーは世界をつなぐ」です。
いまいち掴み処が無かったのですが、会長エレクト研修を受けて、ロータリアンとして信
頼できる仲間が増えることで、世界の人々を導いて手を取り合えることでつながることだと
私なりに理解しました。また、ロータリーのビジョン声明（2017 年 6 月 RI 理事会採択）
で“私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして自分の中で、持続可能な良い
変化を生むために、人々と手を取り合って行動する世界を目指しています。”も知ることが
できました。この声明の中で「持続可能な良い変化」は心に響きました。サスティナビリ
ティ（持続可能性）はいつも気にかけていることです。RI 会長は、「ロータリーを作る本
当の場所はクラブで、クラブの在り方は、多様性の中で創造的かつ柔軟性をもって魅力
アップを図ること」と言っています。クラブの魅力アップを図るには、ロータリアンとして、
ロータリーの理想郷を求めて、杓子定規に生真面目に追い求めることもできますが、私に
はとても疲れてしまい対応できません。RI 会長は、「ロータリーは家族である」とも言っ
ています。家族のように温かく、そして、微笑みあふれるクラブであれば、何かにつまず
いても笑顔で許せると思います。そのような、笑顔で求めるものを追求していけば、持続
可能なロータリーを目指せると考え、私のテーマとして“笑顔で持続可能なロータリー”
を掲げました。

　会長になっても道半ば、ロータリーの求める奉仕の理想はまだまだ身についていません。
人間としての自分磨きをさせていただく場ととらえています。みなさんもそれぞれの立場で
育み北ロータリーを盛り上げてください。そして、この一年間そして次につながる年も笑
顔溢れる北ロータリーが続くことを目指してともに歩みましょう。

　幹事就任にあたりご挨拶させていただきます。思い起こせば、2011 年 3 月に入会し、今でもロー
タリーについての知識は乏しく、例会の出席率も芳しくないまま早 8 年が過ぎました。こんな私に幹
事をやってくれと声をかけて下さった中村芳明会長には感謝しておりますが、如何せん何から始めた
ものかと不安が徐々に膨らんできております。また、この原稿を書いている時点では事務職が不在と
なっています。周りの皆様から大変だなとお声をかけていただいておりますが、実際に事務的な作業
をしてみるとそれほど困難な事務作業もなく、何もなかったように、会長のメッセージのとおり笑顔で
幹事としての責務を果たしてゆきたいと思います。

　RI のテーマは「ロータリーは世界をつなぐ」とのことです。少し考えれば、これがもの凄い壮大
なテーマであることに気づきます。世界をつなぐったって何をどうすればいいの ?　今の自分の周辺
環境からは、当クラブが受け入れている留学生のチャン タイン ハイさんとクラブとの関わりについ
て、可能な限り密度の濃いものにするといった程度でしょうか。それと毎回の例会で欠席者が多く、
松魚亭さんに準備していただいている料理がいつも余っているので、チャン タイン ハイさんには時
間があれば、月 1 回などとは言わず、いつでも何回でも例会に参加して下さいと。チャン タイン ハ
イ さんの経済状況についてはよくわかりませんが、学生時代と言えばほとんどの方には経済的な余
裕はほとんどなく、松魚亭さんのおいしい料理が食べられるのであれば、毎回でも参加したいという
ところではないでしょうか。

　2610 地区目標は「一歩前進しよう」です。私にはこれ以上の後退はありえないので、ゆっくり
ですが、自分なりにロータリアンとして成長したいと思います。まずは手始めに、金沢 8 ロータリー
クラブの例会に参加し、人真似でも学ぶべきことを仕入れてこようと考えています。金沢 8RC の
中には会員が増加しているクラブもあれば、減少傾向のクラブもあるようです。会員が増えているク
ラブは当クラブと何が違うのか、また、どのような活動をしているのか、少しでも当クラブの前進に
資するような情報を会員の皆様に提供し、提案したいと考えます。

　会長のメッセージは「笑顔で持続可能なロータリー」です。ご主旨は会長ご挨拶のとおりですが、
「（いつでも）笑顔で」というのがなかなか難しい。これは心の鍛錬が必要なことだと思います。常
に笑顔を心がけることによって人間性の向上に繋がるよう自分自身を律してゆきたいと思います。

　最後に、前任の向峠幹事がほぼ完璧に幹事のお仕事をこなされてきたことと比べられることを一
番おそれているのですが、会員の皆様には寛容なお気持ちでご支援いただければ幸いです。今年
度一年宜しくお願いいたします。

笑顔で持続可能なロータリー
会　長　中村　芳明

幹事就任のご挨拶
幹　事　大場　修


