
９．ニコニコボックス
中村（實）君

中村会長・大場幹事一年間お疲れ様です。有難うございま
した。蓮池さん・松川さん、二人の新会員を迎えて新スター
トを切れることに感謝です。皆さん、一年間松田幹事共々
宜しくお願い致します。

松田君　がんばります。
中村（芳）君　中村實博会長の船出を祝して
大場君　中村会長・松田幹事一年間よろしくお願いします。当方は

肩の荷がおりました。
小泉君　中村實博年度を祝して
畠　君　中村實博会長の船出を祝して。松田幹事ともどもお導きを
的場君　今年度広報担当の重責を担うこととなりました。会員の皆

様のご協力を宜しくお願い致します。
安宅君　はからずも、北 RC 同好会コンペにおいて二連勝してしま

いました。
吉井君　蓮池・松川両会員を歓迎して
松本君　中村会長・松田幹事一年間よろしくお願いします。
喜多君　中村会長・松田幹事一年間よろしくお願いします。
大村君　中村前会長大場前幹事大変ご苦労様でした。中村新会長松

田新幹事お世話になります。
山上君　先日のゴルフコンペでロータリー賞いただきました。

　　合計 25,000 円（累計 25,000 円）

第2182 回 例会  ガバナー補佐訪問例会 
7 月 9日（木）くもり／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
石川第一分区 B ガバナー補佐
宮本　哲一君

「稼業 50 年を顧みて」　
２．出　欠

出　席　29 名　　欠　席　14 名
ビジター　1 名

３．来訪者（敬称略）
白　山ＲＣ　　宮本　哲一君
米山奨学生　　チャン・タイン・ハイ君

４．皆出席顕彰（敬称略）
33 ヶ年　　辻　　利陽
16 ヶ年　　中村　芳明
12 ヶ年　　中川　茂樹

　8 ヶ年　　松田　光代
　5 ヶ年　　本田　正敏
　1 ヶ年　　野村　眞一郎

５．ニコニコボックス
白山 RC 宮本哲一君　今年一年間よろしくお願いします
中村（實）君、松田君

宮本ガバナー補佐をお迎えして。本日はありがとうございます。
中村（芳）君

16 ヶ年皆出席顕彰いただきましてありがとうございます。
畠　君　宮本ガバナー補佐をお迎えして。楽しみです。
辻　君　皆出席顕彰頂きありがとうございます。
本田君　5ヶ年皆出席顕彰をいただきました。ありがとうございます。
野村君　顕彰を受けました。
蓮池君　今期より入会致しました。ご指導の程宜しくお願い致します。
松川君　新しくお仲間に入れていただきました。今後とも宜しくお

願い致します。
　　合計 18,000 円（累計 43,000 円）

第2183 回 例会  ガバナー公式訪問例会 
7 月 16日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
第 2610 地区ガバナー　八塚　昌俊君

「クラブの未来を考えよう」
２．出　欠

出　席　28 名　　欠　席　15 名
３．来訪者（敬称略）

高岡北ＲＣ     八塚　昌俊（オンライン）
４．ニコニコボックス

中村（實）君、松田君
八塚ガバナー ZOOM でのご参加ありがとうございます。

喜多君　父の葬儀に香典・生花をいただき有難うございました。
　　合計 5,000 円（累計 48,000 円）

第2184 回 例会
7 月 30日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
米山奨学生　ディリラバ・ボリドンさん

（中国・白山石川 RC）
「架け橋者：シルクロードから日本まで」

２．出　欠
出　席　28 名　　欠　席　15 名

３．来訪者（敬称略）
白山石川 RC　多田　茂
白山石川 RC 米山奨学生　ディリラバ・ボリドン
大島　公一（オープン参加）
諸江　美奈（オープン参加）

４．幹事報告
・金沢少年少女柔道大会開催の件
・熊本・福岡豪雨災害への義援金の件

５．ニコニコボックス
中村（實）君、松田君

ボリドンさんをお迎えして。お話楽しみにしております。
本田君　令和 2 年建設事業関係功労者等国土交通大臣表彰を受賞さ

せていただきました。
蓮池君　炉辺会合に出席致しました。貴重なお話有難うございまし

た。今後の活動の糧にしたいと思います。
合計 15,000 円（累計 63,000 円）

7 月出席率　81.21％

■金沢市内 RC メークアップ
市内 RC でメークアップをご希望の方は、

事務局へお問い合わせください

■ 講話予定
● ８月   6 日（木）尾山神社宮司　加藤治樹氏　「神社の世界」
● ８月 13 日（木）休会
● ８月 20 日（木）行政書士　勝尾太一氏　「成年後見制度について」
● ８月 27 日（木）囲碁インストラクター　稲葉禄子氏

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。
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●クラブ会報委員長／的場　晴次
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ロータリーは機会の扉を開く Rotary Opens Opportunities 善いクラブにしよう。  Let's make a Good clubRI 会長　ホルガー・クナーク 会長　中村　實博

第2181 回 例会
7 月 2日（木）雨／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．出　欠
出　席　30 名   欠　席　13 名

２．お誕生日祝い（敬称略）
　3 日　　　辻　利陽
　5 日　　　安宅　雅夫
29 日　　　本岡　三千郎

３．ご結婚記念日祝い ( 敬称略 )
　6 日　　　佐賀　務

４．新旧会長・幹事バッチ交換

５．第４６代会長・幹事顕彰
６．新入会員紹介

蓮池茂君、松川靖君（紹介者・
木下君）

７．友好クラブより祝電披露
８．新任の挨拶

中村實博会長、松田幹事、内堀
奉仕プロジェクト統括委員長、
木下会員開発統括委員長、畠ク
ラブ管理運営統括委員長、的場
クラブ広報統括委員長、安宅
50 周年準備特別委員長

　　今年は何といっても新型コロナウイルス感染症を抜きに語
ることは出来ません。100 年前のスペイン風邪に匹敵する世界
的なパンデミックが起こり、日本でも緊急事態宣言により自粛
規制が発令されました。生命・生活・職業に大きな制限が掛かり、
ロータリーの諸活動も中止が相次いでおります。今年度に向け
た事業へのステップも不十分ではありますが、速やかなる活動

再開への心の準備だけは持つようにしなければなりません。
　さて、今年度の RI 会長ホルガー・クナーク氏のテーマは「ロータリーは機会の
扉を開く」（「Rotary Opens Opportunities」副題「無限の機会への招待」）です。
ロータリーは自分自身を磨く扉、人々のために役立つ扉、友情の絆を築く扉を開く
場であり、そのためには変革を受け入れる行動人であれと述べています。
　当地区ガバナー八塚昌俊氏のテーマは「クラブの未来を考えよう」（「Think 
about the future of your club」）です。各々のクラブの将来ビジョンを話し合い、
行動計画を立てて一歩一歩歩んで行こうと呼びかけています。
　そのような中、入会して 20 年目の節目に第 47 代目の会長を仰せつかり、身の
引締まる思いで有ります。会長の器でない私がこのような時期に引き受けるめぐり
合わせに、ちょうど 12 年前、磯野洋明会長年度（2008 ～ 2009 年）の幹事をさ
せて頂いたときのことを思い出します。
メッセージテーマ『ロータリーとは』を掲げ、35 周年記念例会に尼崎西ロータリー
の田中毅先生に「職業奉仕」についてご講演を頂き、ロータリー活動の原点につい
て勉強をさせて頂きました。また、折しも「源流の会」の勉強会が加賀市で開催さ
れ、それにも参加させていただき諸先輩方々のご意見を拝聴し、そのあまりにも熱
心な討論の中に身を置き「ロータリーとは何か」を肌で感じさせて頂きました。
　当クラブはあと 3 年で 50 周年を迎えます。クラブの成長の階段を、①草創期②
発展期③成熟期④脱皮期⑤再生期へと繋げてゆくことが大切です。
私の掲げた『善いクラブにしよう』は一人一人がクラブを支える役割を担い、クラ
ブの現状を常に理解し、積極的に運営に参加し、みんなで動かす、楽しく友情を深
め、研鑚してゆくクラブを指します。
　まずは形を整える事から。例会時お迎え体制の整備・ニコボックスの活性化・楽
しい卓話・4 つのテストの唱和・点鐘の管理・毎回の幹事報告・「ロータリーの友」
の精読喚起等々、クラブ例会の活性化を目指します。ロータリーを知ることは、ま
ずクラブ例会からです。もっともっと楽しい例会を目指しましょう。
　そして、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、私たちの
クラブをよりよくしていくエネルギーを頂くことも必要であります。積極的に内に
も外にも活力あるクラブを目指していきましょう。
メーキャップに来られた人が、「あのクラブはいいクラブだなあ」と感じていただ
けるような。
　仲良く（Good Friend）、楽しく（Pleasant）、優しい（Friendly）、為になる

（Benefit）
自分を大事にするように自分を取り巻く人々を大事にしましょう。
〇助けあい・学びあい・親身の友情を深めよう・いつも若さと自戒を。（柴田三郎）
〇このクラブに入って最大の喜びは自分がどれほど幅広い機会が得られる団体に入
会しているのかを発見する時です。（あるロータリアンの言葉）
〇ロータリーの目的は企業の倫理道徳推進の為だけではなく、職業や個人・社会・
世界において利他の心を奨励し奉仕する人を育成して社会に寄贈するのがロータ
リーである。
偉大なる先輩の言葉をかみしめ、皆さんのお力を頂き、少しずつ前進しようではあ
りませんか。

善いクラブにしよう。
会　長　中村　實博

　今年度幹事を務めさせていただきます松田です。
　今年度は、新型コロナウイルスという未曽有の災害の影響
下での船出となりました。本来であれば、新年度に向けて理
事の皆様はじめわがロータリーの誇る先輩方の教えをいただき

ながら準備を整えての船出となるはずでしたが、数か月にわたる例会中止という
事態に会員のみなさまのお顔を拝見することもかなわず、まさに不安でいっぱい
の新年度スタートです。今年度は、社会全体が大きく変動していく1 年になるこ
とでしょう。例年どおりの運営は難しいかもしれません。
今回のコロナ禍で恐ろしかったのは、ウイルスそのものと同時に人の心です。緊
急事態宣言で自粛生活を行う中、人と人とがつながれないことは確実に心を蝕
みます。
　「彼を知り己を知れば百戦危殆からず」。新型コロナウイルスは、人々の命を
奪う恐ろしいウイルスですが、ウイルスに対しては多くの優秀な医療関係者のご
尽力で戦い方が徐々に判明していくことだと思います。「彼を知る」ことは可能
です。
　後は、「己を知る」ことでしょうか。
　「己を知る」には、さまざまな知見をお持ちの方 と々触れ合うことのできるロー
タリー活動は非常に有益なものだと思います。わがクラブには、すぐれた知見を
お持ちの会員の方ばかりです。例会は、会員のみなさまから多くの刺激をいただ
ける貴重な機会であったと、自粛生活を通じて痛感いたしました。このような時
だからこそ、会員相互の絆が大切になります。
　この 1 年を会員の皆様のお知恵をお借りしながら、中村会長を支え、何とか
乗り切らねばなりません。
　どうぞよろしくお願いいたします。

幹事就任のご挨拶
幹　事　松田　光代


