
第2242 回 例会
5 月 26日（木）曇り／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
金沢市長　　山村　卓　氏
「親和力で奏でる金沢市政」　

２．出　欠
出　席　29名　　欠　席　12名

３．お祝い
千口寿子君（ご子息結婚）

４．幹事報告
５．ニコニコボックス
水巻君、喜多君　村山市長さんをお迎え

して……お忙しいところあり
がとうございました。

中村（實）君
大変お忙しい中御出で頂きありがとうございます。村山市
長のお話し楽しみにしております。

畠　君　村山市長へ　大変ご多忙の中ありがとうございます。卓話
楽しみにしています。

内堀君　本日は、お忙しい中卓話に来ていただきありがとうござい
ます。村山市長さんのお話し楽しみです。

大村君　村山新市長ようこそ。お越しいただきありがとうございます。
千口君　本日は息子の結婚祝いをありがとうございました。

　　合計 16,000 円（累計 464,500 円）
5月出席率　81.98％

第2243 回 例会
6 月 2日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
会員　中村　實博　君
「私の履歴書」　

２．誕生日お祝い
　山﨑君（2日）、諸江君（11日）、
　蓮池君（12日）、千口君（26日）

３．結婚記念日お祝い
　的場君（2日）、向峠君（26日）

４．出　欠
出　席　31名　　欠　席　10名

５．幹事報告
・馬場貢会員　旭日双光章受章の件

６．ニコニコボックス
水巻君、喜多君　中村實博先生の講話楽しみです。なぜOBがでる

か？最終コーナー回りました。ケガしないように‼
中村（實）君

本日、皆様の貴重なお時間を頂き、卓話させて頂きます。
どうぞよろしくお願いします。

畠　君　中村實博さんご無理をかけました。新しい会員に中村イズ
ムを教えて下さい。

内堀君　本日の中村会員の卓話楽しみにしています。
松本君　中村さんの卓話楽しみにしています。
辻　君　中村實博さんの講話楽しみにしております。

　　合計 13,000 円（累計 477,500 円）

第2244 回 例会
6 月 9日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
金沢能楽美術館学芸員
山内　麻衣子　氏
「加賀宝生の歴史と魅力」　

２．出　欠
出　席　31名　　欠　席　10名

３．お祝い
馬場貢君（旭日双光章受章）

４．皆出席顕彰
中村（實）君（22ヶ年）

５．ニコニコボックス
水巻君、喜多君

山内先生の講話楽しみです。
友好クラブ訪問は無事終了いたしました。
月末最後の行事ゴルフコンペに向け頑張ります。

小泉君　先日七日に会長にお供して相模原南ロータリーに行って参
りました。先方の50周年祝いと友好をお願いしてきました。

中村（實）君
山内先生のお話、楽しみにしております。22年の皆出席顕
彰頂きました。どうにかこうにかもう少しガンバッていき
ます。

畠　君　山内学芸員ようこそ。卓話楽しみにしています。馬場さん
重ねておめでとうございます。私共の誇りです。

内堀君　本日の講師に山内様をお迎えして、お話を楽しみにしてい
ます。

松本君　馬場貢さん受章おめでとうございます。中村實博さん 22ヶ
年皆出席顕彰おめでとうございます。

　　合計 13,000 円（累計 490,500 円）

第2245 回 例会
6 月 16日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
株式会社ケイビイシー　
人事コンサルタント　中川　浩伸　氏
「松下幸之助から学んだこと」　

２．出　欠
出　席　33名　　欠　席　8名

３．ロータリー財団寄付認証贈呈
辻君（MPHF+３）、内堀君（MPHF+３）、水巻君（MPHF+1）、
松本君（MPHF+１）、木村（康）君（PHF）

４．幹事報告
・退会者報告（卯野君、本岡君）

５．ニコニコボックス
水巻君、喜多君

中川先生のお話し楽しみにしています。全国的に梅雨入り
したようです。体を大切に !!

中村（實）君　水巻年度も残す所あと半月になりました。気を緩め
ることなく最後までよろしくお願いいたします。
中川先生のお話楽しみに致しております。

畠　君　ゴールはもうそばの曲り角まできました。あと少しガンバリます。
内堀君　本日の講師に中川様をお迎えして、お話し楽しみにしてお

ります。畠さん、「つぶやき。ひとりごと！」一年間ありが
とうございました。

小嶋君　中川さんお話楽しみです！
諸江君　お誕生日のお祝いのお花を頂きました。ありがとうござい

ます。これからも宜しくお願い致します。
　　合計 13,500 円（累計 504,000 円）

■ 7・8 月予定
金沢市内 RC の例会変更は各クラブホームページでご確認いただくか、
事務局へお問い合わせください。

● ７月 14 日（木）ガバナー補佐訪問、クラブ協議会、会長幹事懇談会
● ７月 21 日（木）ガバナー公式訪問、会長幹事懇談会
● ７月 28 日（木）例会
● ８月   4 日（木）納涼夜間例会（於　招龍亭　18：30 ～）
● ８月 11 日（木）休会
● ８月 18 日（木）休会
● ８月 25 日（木）例会、理事会
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イマジンロータリー  IMAGINE ROTARY 笑顔が人を集め、人が幸せを集めるRI 会長　ジェニファー E. ジョーンズ 会長　小泉　幸雄

　ここ数年私達の周りでは想像すら出来なかったことが日々更新さ
れています。私個人にとっても、伝統ある北ロータリークラブの会
長という重責を仰せつかりました。入会以来 20 年という会への感
謝を考えていましたが会長職までは考えていませんでした。

　『憂き事のなほこの上に積もかれし　限りある身の力ためさん』
熊沢番山の歌と言われ、35 年前くらい前にこの歌と出会ってからは私の行動の基礎に
なりました。人生いろいろありましたが、悩むときはいつもこの言葉で 1 歩前に踏み出
してきました。お引き受けした以上、微力ではありますが各統括委員長・各委員長の
力が遺憾なく発揮できるような環境造りが自分の仕事と感じています。思い起こせば玉
田会長時の第３９代幹事を仰せつかり、今回第４９代会長というのも何か不思議な巡り
合わせを感じています。

　今年のクラブテーマを“笑顔が人を集め、人が幸せを集める”としました。歴代の会
長さんが北ロータリークラブを楽しくそして自己研磨の場として如何に友情の場としたい
と想われていたことが歴代のクラブテーマからも伺い知れます。歴代会長の想いと情熱
を感じながら、今年はまた別の切り口でこのテーマに挑みたいと思っています。

　ロータリー活動は一週間に一度。一時間という僅かな時間です。往復の道程を入れ
ても二時間です。会員諸氏の貴重な時間を実りある時間に出来ればと思っています。
　おいしい食事もいいでしょう。素晴らしい講話もいいでしょう。楽しい友情もいいでしょ
う。貴重な情報交換もいいでしょう。多様性の中で各々に納得のいく楽しい時間にしま
しょう。その活性化の中で新しい仲間も増やしたいし、自己も更に向上すれば価値は高
まると信じています。その中で炉辺会合を年数回行っていただくことを、各委員長にお
願いしました。昼の会合のみならず、このような会合にてネクタイを外し、靴を脱いで
お互いが胸襟を開いて話し合い、意見を述べ合うことが大切と思います。先輩諸氏の
話を聴いたり、自分の意見をぶつけ合うことこそが、クラブの神髄と思っています。

　何が正解か？どれが正解か？私にはわかりません。しかし倒れる時は後ろに仰向けに
なるより、前屈みで倒れたいと思います。会員一人一人が北ロータリークラブです。単
に参加するより、共に行動していきましょう。北ロータリークラブの活性化を信じて。
　『今ここに１００％』の気持ちで、努めてまいります。1 年間共に力と情念を注いでい
ただけますように宜しくお願い申し上げます。

笑顔が人を集め、人が幸せを集める
会　長　小泉　幸雄

　今年度幹事を務めさせていただく木村でございます。就任にあた
り、ひと言ご挨拶を申し上げます。

　今年度 RI 会長テーマ「イマジン ロータリー」の中で、DEI［Diversity( 多様性 )、
Equity( 公平性 )、Inclusion( 包摂性 )］は、ロータリーの目的を実現するために必要
な指針であると述べられています。そして、DEIへの取り組みの実践が奨励されています。
私自身ロータリーの理念や DEI について明るいわけではありませんが、これを機に少し
学んでみたいと思っています。DEI は SDGs の実現目標にも直結するテーマであり、そ
の実践によるアプローチがロータリーの発展や問題解決に寄与するのか否かも探ってみ
たいと思います。

　また、RI 第 2610 地区への今年度ガバナーメッセージ「ロータリーと共に」においては、
「地区内クラブの支援を調査し、地区として支援策を考え、地区として行動を起こす」と
示されています。これは各クラブの問題点や課題を地区のものとして捉え、共に解決策
を模索する一歩踏み込んだ方針であり、同時に危機感の表れでもあると考えます。今年
度北ロータリークラブでは新たに「戦略特別委員会」が設けられ、その副委員長を兼務
させていただくことになりました。理事会に対して有効な提言ができるように努めて参り
たいと存じます。

　そして、小泉会長は「笑顔が人を集め、人が幸せを集める」を今年度金沢北ロータリー
クラブ会長メッセージとされました。まさに笑顔の人：小泉会長ならではのクラブテーマ
であると感じております。勝手な解釈ですが、「幸せな人が笑顔になるのは当たり前。け
れど幸せの伝播は難しい。ならば笑顔で人を笑顔にしよう。さすれば小さな幸せが増え
てくる。だから、まずは笑顔！」という感じでしょうか。 笑顔あふれる北ロータリークラ
ブ、もし本当にそうなったら……想像するだけでワクワクします。私は小泉会長をお支え
する立場として、このクラブテーマの実現に向けてチャレンジしたいと思います。

　以上が幹事就任にあたっての想いです。今期は 50 周年にスムーズにバトンタッチする
ことも大事なポイントだと認識しております。これより一年、至らぬ点も多々あるかと存
じますが、どうか皆様のご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

幹事就任のご挨拶
幹　事　木村　康徳


