
閉会の挨拶　中村實博会長エレクト
ロータリーソング「手に手つないで」

２．出　欠
出　席　会員 23 名　　欠　席　22 名
出席率　72.73%　　ご夫人　6 名　　ご家族（子供含む）20 名

３．ニコニコボックス
中村（芳）君、大場君　

今日は皆さん楽しんでください。
中村（實）君

お手伝いを頂いた皆様ありがとうございます。楽しい一日
にしましょう。感謝です。

　　合計 6,000 円（累計 55,000 円）

第2154 回 例会
8 月 8日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
米山記念奨学生　
金　丹　氏（野々市 RC）

「日本での留学生活」　
２．出　欠

出　席　18 名　　欠　席　27 名
出席率　55.88%　　ビジター　2 名

３．来訪者（敬称略）
小矢部ＲＣ　　嶋田　登
野々市ＲＣ　　石澤　康

４．米山奨学金授受
チャン・タイン・ハイ氏より謝辞

５．お誕生日祝い（親睦活動委員会）
　7 日　　　岡田　進君
15 日　　　渡邊　尚孝君

６．ニコニコボックス
米山記念奨学会副委員長　嶋田君
野々市ＲＣ　石澤君

米山奨学生・金丹さんのカウンセラーとして訪問させて頂
きました。本日はよろしくお願い致します

中村（芳）君、大場君
金丹さんのお話楽しみにしています

中村（實）君
米山奨学生・金丹さんの講話を楽しみにしております。同
行頂いた石澤様、嶋田様ご苦労様です。よろしくお願い致
します。

　　合計 10,500 円（累計 65,500 円）

■ベルギー短期交換留学生受入れ報告
青少年奉仕委員会

　８月１１日から８月１８日まで、吉井会員・本田会員がホストファ
ミリーとなり、２名の学生を受入れました。滞在中はホストファミ
リーと共に市内観光をしたり、
福井方面へ日帰り旅行をしたり
と盛りだくさんの日程でした。
　８月１７日のさよならパー
ティーに中村芳明会長も参加し
バナーの交換が行われました。

  【留学生】

　Astrid Van Cutsem　さん
　Florence Leroy　さん

■金沢市内 RC 10 月 例会変更
金　沢 RC
10 月　 2 日（水）　18:00 〜　金城楼「観月会」
10 月 16 日（水）　休会
10 月 30 日（水）　地区大会へ振替休会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢東 RC
10 月 28 日（月）　地区大会へ振替休会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢西 RC
10 月　 4 日（金）　休会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢南 RC
10 月　 8 日（火）　休会
10 月 15 日（火）　18:30 〜　会場未定「観月会」
10 月 22 日（火）　休会（即位礼正殿の儀）
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
香林坊 RC
10 月　 7 日（月）　18:30 〜　金城楼「観月会」
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
みなと RC
10 月 22 日（火）　休会（即位礼正殿の儀）
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
百万石 RC
10 月　 3 日（木）　19:00 〜スコール金沢「会場変更例会」
10 月 17 日（木）　19:00 〜会場未定「会場変更例会」
10 月 24 日（木）　19:00 〜ホテル日航金沢「富山西 RC 合同例会」
10 月 31 日（木）　地区大会へ振替休会

■ 講話予定
● 10 月   3 日（木）金沢税務署　副署長　勝森剛氏

「相続税の申告状況等について」
● 10 月 10 日（木）WEK プロジェクト代表　坂井美津江氏
● 10 月 17 日（木）京都洛北 RC　合同夜間例会
● 10 月 24 日（木）石川県行政書士会会長　向井隆郎氏
　　　　　　　　 　「外国人の就労ビザ～行政書士としてできること～」
● 10 月 31 日（木）日本伝統工芸展鑑賞
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「浅野川暮色」

金丹 氏

チャン・タイン・ハイ 氏

「金沢駅・鼓門」●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
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第2151 回 例会  ガバナー公式訪問
7 月 18日（木）雨／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
第 2160 地区ガバナー　松本　耕作君　

「One step ahead」　
２．出　欠

出　席　25 名　　欠　席　21 名
出席率　74.36%　　ビジター　4 名

３．来訪者（敬称略）
金　沢ＲＣ　　松本耕作、藤澤秀紀
百万石ＲＣ　　宮永満祐美
金沢西ＲＣ　　辻　卓

４．幹事報告
・名簿誤記のお詫び

５．ニコニコボックス
松本ガバナー、藤澤地区副幹事

公式訪問にまいりました。宜しく  
お願い申し上げます。

宮永ガバナー補佐　本日もよろしくお願いいたします。
畠　君　松本耕作ガバナーをお迎えして
中村（芳）君、大場君

ガバナーをお迎えしてお話し楽しみにしています。
合計 18,000 円（累計 44,000 円）

第2152 回 例会  
7 月 25日（木）曇り／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
アリス学園グループ代表　竹澤　敦子氏

「介護外国人労働者の受け入れと課題」
２．出　欠

出　席　23 名　　欠　席　23 名
出席率　74.36%　　ビジター　1 名

３．来訪者（敬称略）
金沢西ＲＣ　辻　卓

４．幹事報告
・次週納涼例会参加のお願い
・源流の会アンケート協力のお願い

５．ニコニコボックス
中村（芳）君

講話に竹澤敦子氏をお迎えして、お話し楽しみにしております。
中村（實）君

竹澤さんの卓話を楽しみにしております。
合計 5,000 円（累計 49,000 円）

■ 7 月クラブ日誌
●  4  日（木） ７月定例理事会　　　　　　　　　　　  松魚亭にて
● 11 日（木） ガバナー補佐訪問例会・クラブ協議会、

新入会員研修会（野村君、西君）　　　    松魚亭にて
● 18 日（木） ガバナー公式訪問　　　　　　　　　　  松魚亭にて

第2153 回 例会  納涼夏祭り
8 月 1日（木）晴れ／ 17：30〜 20：00［松魚亭］

１．式次第
夏祭り「屋台で遊ぼう」
ピエロのパットくん「バルーンアートとステージショー」
森会員訃報、黙祷
点鐘
君が代斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
開会宣言　　　　　中村芳明会長
ニコニコボックスの披露
点鐘
≪和室に移動≫
歓談
ピエロのパットくん「バルーンアートとジャグリング」

ロータリークラブから学んだこと
クラブ広報統括委員長　畠　善昭

は職業奉仕であると思います。この考え方
は、言うは易し、行うは難し、知行合一、
言行一致。知っていることと、わかっている
こととは違う。わかっていることと行動して
いることは違う。私も発展途上の人間であ
り本当に難しいと思います。
　ロータリーはまさに自分を磨き上げる道
場であります。
　愛と慈愛の違いにもあるように、愛は

会長経験者のミッションは大きなものがある
　1973 年 10 月 3 日（加盟承認は 11 月
12 日）、金沢東ロータリークラブのスポン
サーで金沢北ロータリークラブが産声を上
げ、先輩諸兄のご努力のもと、今年で 46
年の年輪を刻むこととなりました。会員の
一人として感無量であります。
　私自身は、学生時代は経営学しか学ば
ず、資格取得後は開業の道を選択しまし
た。しかし、これでは井の中の蛙になって
しまうと思い「井の中の蛙大海を知らず」
それはそれで結構、「井の中の蛙大海を
知らず、されど海の深さを知る」それでも
結構、と思いながら、とにかく異業種から
学びたい一心で金沢青年会議所の門をた
たきました。様々な経歴と人格を身につけ
た諸先輩を見本とし、また、ある時は反面
教師として諸活動に打ち込んできました。
金沢北ロータリークラブと活動が重なった
時期もありましたが、金沢青年会議所で燃
え尽きたこともあり、長い間、北ロータリー
クラブはスリーピングの期間が続きました。
そんな折り、会員の皆様方に支えられ、
私は会長に就任させて頂きました。
　これからはこれまでの経験を活かし、ロー
タリークラブの存在意義を問い続け、会員
の皆様の知性を活かし切り、次世代に繋
ぐことに心して臨んでいく所存です。

ロータリーは個々人の人生哲学を学べる
　私は自社の理念の一つに「哲学なき企
業経営は滅びる」と挙げています。
　二宮尊徳翁は「道徳なき経済は犯罪で

あり、経済なき道徳は寝言である」の言葉
を残しています。「道徳」 は「どう説く」
に通じ、理論と実践の関係が本当に難しい
と痛感します。原理を踏まえてない実践は
世の役に立つとは思えません。理念のない
思い付きの行動は、会社の発展だけでなく
会社寿命の命取りになりかねません。また、
どんな立派な理念でも実践しなければ意味
はありません。行動の裏付けとなる理念「哲
学」が如何に大事なものであるかをロータ
リーの仲間から教わりました。
　かくいう私も、入会したての頃は、人生
の理念やロータリー観たるものがありません
でしたが、今では少しばかり理解ができるよ
うになりました。これらのことを学ばせて頂
いたことで、これからは質の充実を図り、
他の追従を許さない哲学を深く掘り下げて
いきたいと常に思う所存です。

超我の奉仕に資することも時には必要
　超我の奉仕とは「最も奉仕するものは
最も救われる」。この考え方から派生して
いると信じています。
ロータリーで言う奉仕は、
・クラブ奉仕　  会員の増強に努める「数は力」
・職業奉仕　  職業を通じての社会貢献
・社会奉仕　  地域社会のためになにをする
　　　　　　 べきかを果たすミッション
・国際奉仕　  世界の中のクラブとのネット
　　　　　　 ワークづくり
　この四代奉仕すべてが重要であるとは論
を俟ちません。
　中でも、とりわけ最低限大事な奉仕活動

give&take（私は貴方を愛しますので、
あなたも私を愛してください）。 慈愛は
give&give（見返りを要求しない愛）。こ
の意味の違いを理解して行動で示すことが
できれば、生涯にわたっての自分の財産に
なると思われますが如何でしょうか。
ロータリークラブをご縁として自己を客観的
に見つめなおす原点になればと思います。
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日本ロータリー
100 周年記念の鐘


