
第2200 回 例会
11 月 26日（木）くもり／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
税理士法人畠経営グループ　総務課長
池田　里実　氏

「目指せスーパー総務」
２．出　欠

出　席　24 名　　欠　席　21 名
３．ニコニコボックス

池田里実様
本日はありがとうございます。

中村（實）君、松田君
池田さんのお話楽しみにしております。コロナに気を付け
て、皆で健康にすごしましょう。

畠　君　今回の「桜を観る会」も政界の不祥事から秘書の責任へ　
私はそんな「ひと」になりたくないなぁ

内堀君　本日の卓話　池田様のお話楽しみにしてます。
　　合計 28,000 円（累計 257,500 円）

11 月出席率　77.97％

第2201 回 例会 クラブ年次総会
12 月 3日（木）雨／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
会員　蓮池　茂　君

「私の名刺」
２．出　欠

出　席　34 名　　欠　席　11 名
３．お祝い

山上会員ご子息　ご結婚
４．お誕生日祝い（敬称略）

10 日　　　木下　和吉
12 日　　　大場　　修
25 日　　　孝藤まりこ

５．ご結婚記念日祝い ( 敬称略 )
20 日　　　木下　和吉
25 日　　　木村　功一

６．クラブ年次総会
次年度理事発表、前年度財務報告、現年度中間報告

７．ニコニコボックス
中村（實）君、松田君

蓮池さんのお話たのしみです。本日は総会です。
畠　君　尖閣諸島に郵便番号がついた 〒 907-0031 中国に乗っ取ら

れそうになってあわてたね。
山上君　息子が 11 月 22 日いい夫婦の日に入籍しました。

　　合計 7,000 円（累計 264,500 円）

第2202 回 例会
12 月 10日（木）くもり／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
米山奨学生　
チャン・タイン・ハイ　君

「日本の留学：夢が実現できること」　
２．出　欠

出　席　29 名　　欠　席　16 名
３．米山奨学金授受
４．ニコニコボックス

中村（實）君、松田君
今年の通常例会ラストです。みなさま一年ありがとうござ
いました。

吉井君　米山留学生 HAI 君がお話させて頂きます。宜しくお願い致
します。

畠　君　ササヤブの中でホトトギスの「チエチエ」の鳴き声がし
た　ホーホケキョウは春にオスがメスを誘う声　だから春
告鳥と書く

魚住君　2021 年法隆寺手帳が来ました
蓮池君　先週はたわいもない話をお聞きいただき有難うございまし

た。今後も精進致します。
　　合計 10,000 円（累計 274,500 円）

第2203 回 例会  年忘れ会
12 月 17日（木）雪／ 17：30〜 21：00［金城樓］

１．出　欠
出　席　24 名　　欠　席　21 名
ご家族　11 名

２．魚住為楽・安信親子作品展
３．《例　会》

点　鐘
ロータリーソング「それでこそロータ
リー」
会長挨拶
ニコニコボックス披露　
点　鐘

４．《年忘れ会》
津軽三味線演奏  津軽三味線一川明宏会
乾杯
魚住為楽・安信親子作品展抽選会
閉会の挨拶
ロータリーソング「手に手つないで」

５．ニコニコボックス
中村（實）君、松田君

今日は、折り返し地点の年忘れ会です。魚住先生の父子作
品展すてきです。来年もよろしくお願いします。

小泉君　忘れたい！忘れたい！今年のいやな事全部忘れたい！この
コロナ！今年は無かった事にしたい一年だ !!

畠　君　お正月はすぐそこの曲り角まできています　お正月は静か
に　今日はハジけます

　　合計 7,000 円（累計 281,500 円）
12 月出席率　79.95％

■金沢市内 RC メークアップ
事務局にお問い合わせください。

金沢・金沢東・金沢西・香林坊はメークアップ不可、
金沢南は要事前連絡となっております。

■ 例会予定
● ３月   4 日（木）　休　会
● ３月 11 日（木）　通常例会
● ３月 18 日（木）　通常例会
● ３月 25 日（木）   通常例会

コロナウイルス流行状況により休会になることがあります。
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会長 · 奉仕プロジェクト統括委員長対談
―コロナ禍支援事業についてのお願い―

2 月 8日（月）事務局にて
会　長　中村　實博

奉仕プロジェクト統括委員長　内堀　　茂

今年度の奉仕プロジェクト
中村實博会長（以下：中）　早いもので、

今年度も残り4か月余りとなりました。
また、新型コロナウイルスに振り回さ
れて 1 年たちました。RI や地区の
行事 · 会議は軒並み中止またはオン
ライン開催となり、当クラブでも1月
の例会は全て中止しました。今年度
の奉仕プロジェクト事業への影響を
教えて下さい。

内堀茂奉仕プロジェクト統括委員長（以
下：内）　実施できたのは国際奉仕
では米山奨学生の受入れ、職業奉
仕事業では見学会、社会奉仕事業
では継続事業シェ·きらりへの支援
です。昭和 58 年から形を変えつつ
継続している柔道大会は中止となり
ました。年度当初の事業計画として
「コロナ禍による支援事業」をあげ
ていますが、まだ実施できていません。

した。そこで、身近にコロナで困って
いる団体、あるいは支援活動に心当
たりのある会員には、ぜひ声をあげ
ていただきたい。

会員の皆さんのご意見とご協力を
中　支援する団体の活動内容をよく知る

ことも大切ですね。できれば卓話に
来ていただいたり、こちらから活動状
況を見学に伺えたらいい。コロナ禍
で一度きりの単発の支援だと、受け
た方も忘れるし自己満足だととられる
恐れもあるのでは。

内　そういうことも含めてご意見をお寄せ
いただきたい。一度きりの特別支援
でも、今回を機に継続していく支援
を始めるのもどちらもよいと思いま
す。継続の場合数年毎に見直しは
必要だと思いますが。とにかく、会
員全員に「今できる奉仕事業」につ
いて考えて頂きたい。そしてご意見
をお聞きしたい。

中　様々な角度からの提案をいただきた
いですね。継続事業を新設するとな
ると財政的な裏付けが必要となりま
すが。

内　奉仕プロジェクトの原資はニコボック
スです。例会の回数が減ってしまい

中　具体的な活動予定は決まっていま
すか。

内　自分なりにいろいろと調べ、「寄付お
よび支援を呼び掛けている団体はた
くさんある」ということは分かったの
ですが、大きな団体へ募金だけをし
て終わりという活動にはしたくない、
クラブメンバーの繋がりがあるところ、
メンバーを通して目が届くところを支
援したいと思っています。ひとりでパ
ソコンに向かって調べていても「見え
ていない情報があるのでは」と感じま

ましたので、皆様ぜひさらなるご協力
をお願いします。

中　ところで、これまでの奉仕実績を振り
返ると、我がクラブは子どもへの支
援に厚い。

内　「成長の時」の子どもたちに手を差し
伸べたい、という思いはとても強いで
す。ひとつの方向性の軸としたいと
思ってもいます。もちろんこれにこだ
わらずご意見 ·ご提案をいただきた
い。それで今回この会報の場をお借
りしました。

中　会報はクラブの共通理解の場にとて
も良いですね。今回の奉仕プロジェク
ト委員会事業だけでなく、全ての委
員会活動に対し会員全員に興味を
もってもらわなくてはと常々思っていま
す。会報への寄稿も多くの方にして
いただきたいです。

年度内実施予定の奉仕プロジェクトに対する提案 · 意見をお聞かせください。
会報ではクラブや委員会活動に関する原稿を募集しております。
各委員会、事務局へご連絡ください。

はじめに
　コロナ禍によりクラブ活動に不透明な幕が掛かり、本来のすべき活動や課題を考える機会
が先送りされている様に感じています。
　ロータリー活動の姿は、自己の職業を通して社会に貢献する人たちが寄り集まり、例会や
親睦の機会を通して自己研鑽を積み、更なる社会貢献を目指す人を作ることにあると思って
います。たとえ例会が中止になってもその歩みは止まるものではありません。
　今回はクラブとしての継続性のある貢献事業を会員の皆さんの身近から探そうとの呼びか
けです。（中村實博）

はじめに

今年度の奉仕プロジェクト

会員の皆さんのご意見とご協力を


