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クラブスローガン

「世代を超えて　時代を超えて　結ぶ友情」
Let’s make friendship beyond age and generation

R.I 会長テーマ

ロータリーは機会の扉を開く
Rotary Opens Opportunities

例会日 毎月曜日 18：30～19：30　例会場　金沢東急ホテル TEL：231-2411　　　　事務所 〒920-0869 金沢市上堤町 1-15 金沢上堤町ビル 3F TEL：222-2525

◇卓話ダイジェスト◇ 	 － ７月 6 日－

「四十万谷会長挨拶」
　今年の一年の開始にあたり、皆様へ ３つのご報告をして、会長の挨拶とさせて

いただきます。

　まずは、スローガンを「世代を超えて、時代を超えて、結ぶ友情」とさせてい

ただきたい。これまでのさまざまな事業を通して、善意の中で培う友情、腹を割っ

て話せる仲間ができる、というところが人生の宝だと本当に感じることがありま

した。これがロータリーの良いところ、ロータリーで得るべきものだと痛感しま

した。ですから、今年のスローガンとして、友情をつくっていこう、ロータリーの活動を通じて友情

を深めることを目指すのが一つ目です。

　 ２つ目は、メンバーの健康と命を守ること、そして企業や事業が存続することで、社員とその家族

の生活を守っていくことが大切だと考えています。事業を存続することも立派な職業奉仕になるので

はないかと感じています。ですから、メンバーの中で助けあって、また情報を共有しあって、そして

次の世代に事業を継続させていくことも大切なことではないかと思っております。

　 ３つ目は、コロナウィルスの感染状況にもよりますが、このような時だからこそロータリーとして

何ができるかということを考え、先輩方が築いてくれたさまざまな事業をしっかり実行していきたい

と思っております。

　この ３つを実行していきたいと思っておりますので、皆さんのあたたかいご協力とご支援をいただ

ければありがたいです。ぜひ、一年よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

「村本幹事挨拶」
　皆さん、こんばんは。一年間、会員の皆様と四十万谷会長の秘書役を精一杯さ

せていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。私からも、 ３点お伝

えしまして、ご挨拶とさせていただきます。

　まず一つ目ですが、昨年度まで ７年間、地区のロータリー財団委員会に所属し

ておりました関係で、皆さんの前でいろんなことを喋ったことがあったと思いま

す。ですが、実際のところはロータリーについて深く知らず、ましてやクラブ運

営に関してはまったくの素人でございますので、気が付いたことがありましたら、ぜひご指導をお願

いしたいということです。
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　 ２点目は、「ロータリーとは？」とお聞きし、皆様からいろいろなご意見をいただきました。捉え

方はいろいろあるかもしれませんが、今年度は、ロータリーとは、時代・世代・職業を超えて、馴れ

合いではない友情を深める場であって、親睦団体であるということを徹底していきたいと思います。

ぜひ、皆様の積極的なご参加、そして積極的な交流をお願いしたいと思います。

　 ３点目は、同じ時間をロータリーに費やしていただくならば、より効率的になるように自分なりに

調整をしていきたいと思います。その過程で皆様に細かいことを言うことがあるかもしれませんが、

趣旨をご理解いただきまして、ご容赦いただきたいと思っております。

　お願いばかり ３点申し上げましたが、私の挨拶と代えさせていただきます。一年間、どうぞよろし

くお願いいたします。

	 － ７ 月 １ ３ 日－

「就任ごあいさつ」
会長エレクト 　野　村　幸　宏 君

　数年前からランニングが日課となり、時々フォローの風を受けていると感じるこ

とがあります。会長エレクトの役割は、ＲＣにフォローの風を与えることと考える

ので尽力します。

副会長　クラブ奉仕グループ委員長 　東　　　直　樹 君
　今年は会長の意向で、グループ委員会ごとのキックオフ懇親会を開催する予定で

す。コロナの影響で流動的ですが、副会長として円滑な運営に努める所存です。

職業奉仕グループ委員長 　福　田　長太郎 君
　会員が家族と地域のために生き残りをかけて努力する、これも立派な職業奉仕で

す。危機的な状況下で、 ４つのテストに倣い、会員全員で相互扶助を短期的にも長

期的にも実現できると信じます。

社会奉仕・青少年奉仕グループ委員長 　西　川　雄　蔵 君
　　社会奉仕委員会では盲導犬支援 ４年間の起承転結としてリタイア盲導犬に焦点

を当てる。環境保全事業として、クルーズターミナルに記念植樹、青少年奉仕では、

昨年に続き音楽を通して思いやりの心を育みます。 ５ ０ ０ 万円の予算を有意義に利

用します。

国際奉仕グループ委員長 　中　川　伸　明 君
　わからないことをパスト会長に意見を仰ぎたい。台湾での世界大会参加を奨励す

る。広尾ＲＣとケニア水支援事業の継続、金沢ＲＣとの事業継続検討などを行いま

す。コロナの影響で不透明な状況ですが、全力を尽くします。
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１ ．新型コロナウィルス禍での新年度スタート
　新型コロナウィルス感染症対策として、アクリル板の設置、Ｗｅｂ会議ツールであるＺｏｏｍ

やＹｏｕＴｕｂｅでのオンライン例会を併用し、通常例会を開催できることとなりました。アク

リル板のおかげで卓話もマスクを外すことができ、聞き取りやすくなっています。また、オンラ

イン例会出席方法は戸上会員より説明いただき、例会中は古田会員にサポートいただいています。

例会出席を見合わせている会員の方々は、オンラインでの出席をお願いいたします。

２ ．交換留学生募集のご案内
　青少年奉仕委員長の中山雅人会員に募集要項を説明していただ

きました。親元を離れ、他の国の文化や習慣に日常的に触れるこ

とで、今までなかった考え方や視点を備えることができると思い

ます。応募資格のある方はぜひご応募いただければと思います。

７ 月度　金沢 ８ＲＣ幹事会出席
　東急ホテル（香林坊）５階にて、 ７月 １ ０日（金）１ ３： ４ ０ から行
われた「金沢 ８ＲＣ幹事会」に村本幹事と高橋事務員が出席されました。
　議案は、「通常例会と懇親会を含む会の開催基準と内容について、メーキャッ
プ受け入れに関する考え方」を各クラブが発表、それに対する質疑でした。
　クラブの大小で状況が違うものの、各々コロナ禍で対応を工夫してい
るのがよくわかりました。Ｚｏｏｍを使った例会を実施しているのは、
金沢ＲＣと金沢北ＲＣで、金沢ＲＣは以前より「ＩＴを使った例会のあ
り方を考える委員会」というところで検討していたそうです。金沢北Ｒ
Ｃは ２ ６ １ ０ 地区の方針が出てからマイロータリーを通じて、クラブで
Ｚｏｏｍの有料会員に登録したそうです。次回は、 ８月 ２ ５ 日（火）実
施の予定です。
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第１３９５回例会 ２0２0年 7 月１３日（月）
１8：３0～１９：３0

◇ソング　君が代、奉仕の理想
◇出　席　 ８ ５名　欠席　 ２ ９名
◇幹事報告
①橋浦宗一さんが ６月 ３ ０日（火）で退会さ
れました。
②京都洛東ロータリークラブ中西会長より祝
電を頂戴しました。
③次週例会終了後、定例理事会を開催。

◇ニコニコＢＯＸ
四十万谷君　①本年度例会が始まりました。通常の
形でできてホッとしております。村本幹事と一年
よろしくお願いいたします。②本年度リモートで
の例会参加を進めております。準備してくれたＳ
ＡＡと関係委員会メンバーありがとうございます。
会員の皆さんはお気軽にトライしてください。
野村幸宏君　一年間会長エレクトとして頑張りま
す。よろしくお願いいたします。
東直樹君　四十万谷会長、村本幹事、素晴らしい
一年になることをお祈りいたします。
木村聖司君　①四十万谷会長、村本幹事、副幹事
として頑張ります。一年間どうぞよろしくお願
いいたします。②先日のロータリーゴルフコン
ペでは、スコアは平凡でしたが、ニアピン、ド
ラコン、大波賞とたくさん商品を頂き、ありが
とうございました。お世話いただいた皆様、大
変お疲れさまでした。
松原君　①四十万谷会長、村本幹事おめでとうござ
います。若さと情熱を持ち合わせた二人。ロータ
リーを愉しみながら仕事してください。②誕生日
のお祝いありがとうございます。歳を重ねてもロー
タリーの原点「少年の心」を持ち続けます。
石森君　四十万谷丸の船出を祝して。
塚本君　四十万谷会長、村本幹事、お世話さまで
すがよろしくお願いいたします。
冨木君　四十万谷会長、村本幹事、素晴らしき船
出をお祝いして。
八田君　四十万谷会長、村本幹事、一年間頑張っ
てください。
後藤君　皆出席 １ ６年ありがとうございました。
成瀬君　先月、結婚記念日でした。お祝いを頂き、
ありがとうございました。
新木君　結婚記念日のお祝い、ありがとうござい
ました。
三平君　 ７月 ３日海員 ０周年を迎えました。父の
代から数えて ５ ７年経ちました。あと ２ ０年間
現役を続けましょうかね。
泉君　四十万谷会長、村本幹事、本年度よろしく
お願いいたします。
増村君　先日行われたゴルフ同好会コンペで優勝
させていただきました。ベスグロの中森さんと

は ５打も差があり、猛特訓の日々です！！
◇ロータリー財団ＢＯＸ
村本君　今年一年間どうぞよろしくお願いいたし
ます。
◇米山奨学会ＢＯＸ
柴田君　四十万谷会長、村本幹事、コロナ渦での
新年度スタートとなりましたが、一年間頑張っ
てください。
平君　四十万谷会長、村本幹事、大変な年度とな
りそうですが頑張ってください。期待しています。
梅村君　四十万谷会長、今年度も大変な一年にな
りそうですが頑張ってください。
◇卓話「就任あいさつ」金沢香林坊ＲＣ会長　
四十万谷　正久君、幹事　村本　暢之君

◇ソング　我等の生業
◇出　席　 ７ ３名　欠席　 ４ ０名
◇幹事報告
①例会終了後、定例理事会を開催。
②次週 ７月 ２ ０日（月）は休会。
③東京広尾ロータリークラブ直前会長より
メッセージを拝受いたしました。
④仙台泉ロータリークラブよりクラブ会報を
拝受いたしました。（例会場で回覧）
⑤Ｚｏｏｍ体験とＭＹＲＯＴＡＲＹ登録会の
ご案内

◇ニコニコＢＯＸ
四十万谷君　本日も足元の悪いなか、ご出席いた
だきありがとうございます。Ｚｏｏｍ参加の方
もありがとうございます。
野村幸宏君　楽しく一年間やっていきましょう。
木村聖司君　野村会長エレクト、東副会長、各々
グループ委員長の皆様、一年間どうぞよろしく
お願いいたします。
浮田君　四十万谷会長、村本幹事よろしくお願い
いたします。
鈴野君　四十万谷年度、大変ですが皆さんで頑
張って盛り上げていきましょう。
増村君　ずっと雨の日が続いています。雨よ、も
うそろそろ止んでくレイン、止んでくレイン。
雨だけに！！

◇ロータリー財団ＢＯＸ
山田君　四十万谷年度の旅立ちを祝して。村本幹
事ともども頑張ってください。
◇卓話「就任あいさつ」金沢香林坊ＲＣ会長エレ
クト　野村幸宏君、副会長（クラブ奉仕グルー
プ委員長）東　直樹君、職業奉仕グループ委
員長　福田長太郎君、社会奉仕・青少年奉仕グ
ループ委員長　西川雄蔵君、国際奉仕グループ
委員長　中川伸明君

第１３９４回例会 ２0２0年 7 月 6 日（月）
１8：３0～１９：３0

Kanazawa Kohrinbo Rotary club（4）


