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例会便り

第1073回 2022.3.31
「ホテル日航金沢3F」
例会出席 22/38 57.89％
柿木 健 雄 SAA 3 月例会出席率 69.01％

点

鐘

１．ロータリーソング
２．四つのテスト
３．会長挨拶

４．ゲスト・ビジター紹介
５．幹事報告

上田喜之幹事：
１）来週の卓話の時間は次年度委員会に関する打合せを行います。
２）来週の例会後、理事会を行います。
３）「日台ロータリー親善会議」が今年は福岡で５月６日（金）
に行われます。オンライン等での参加申し込みを希望される
方は4/7（木）までに事務局へお願います。

６．委員会報告

大路孝之委員長：
奉仕委員会からお知らせします。テーブルにお配りした『子ども
夢フォーラム』の会報の中に、個人会費申込書があります。ご寄付
される方は専用用紙を使って振り込んでいただければと思います。
強制ではありません。クラブからは毎年、団体会費一口＝一万円を
寄付させていただいております。

７．会員の時間

大路孝之会員：
昨日、参勤ウォーク（金沢～江戸）で埼玉県の本庄から熊谷まで２５キロ歩いてきて
心地良い筋肉痛です。天気も良くて満開の桜がとても綺麗でした。川沿いに咲く菜の花
も素晴らしく見ごたえがありました。

８. ニコニコＢＯＸ紹介 \2,000-

残高 \5,606,548-

上田喜之幹事：皆様 こんばんは。春の気配も整った印象ですね。
今日はクラブフォーラムの一回目。次年度の当クラ
ブも整えて行きましょう。
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第一回クラブフォーラム
１ ） 「 会 長 エ レ ク ト 研 修 セ ミ ナ ー (PETS)」 の 報 告 と
次年度基本方針について
〔 北村信一 会長エレクト〕

第１
第２
第３
第４

進行：小浦勇一副幹事

私自身、このクラブに入って４年余りで幹事経験もない中、次年
度会長をさせていただくのですが、ロータリーの事はわからないだ
らけで、そういう中で4/19に行われたPETSに参加してきました。
最初に、根底にあるロータリーの目的について、ご存知の方もあ
るかと思いますが読み上げます。
知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること
職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値のあるものと認識し
社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにする
ロータリアン一人一人が、個人として、また事業及び社会生活において、日
々、奉仕の理念を実践すること
奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、
親善、平和を推進すること

次期ＲＩ会長は１１５年に及ぶロータリーの歴史の中で初の女性会長です。ジェニ
ファーＥジョーンズ次期会長の言葉の中で「多様性、公平さ、インクルージョンを重
視し、各個人がどのような人で誰を大切に思っているか、信仰や障害の有無、文化や
出身国の違いといったことは重要ではない。重要なのは、地域社会とのつながりを強
め、持続的な変化を生み出すために行動しようとすること」と言っています。
これは私の考えとよく似ていて、人は育った環境、ＤＮＡ、考え方、見た目、障害
があるとか、外国生まれであるとか、全てが違っていてあたり前、現代社会において
共に活動するためには、全てを認める心を持たなればならないと思います。現実的に
は難しいこともあると思いますが、相手を変えようとするのではなく、自分を変える
努力をして仲良くロータリー活動をやっていきたいと思います。現代は多様性の時代、
自分自身、変化を恐れずに新しいことにもチャレンジしていきたいと思っています。
次年度は、パラスポーツの推進・普及活動を計画しています。身体・知的・精神等
の障害を持っている方達を取り巻く環境は随分昔と変わってきましたが、障害を持つ
方々の生活の質を向上をさせるために障害者スポーツは非常に意味のあることです。
近年、パラリンピック等で障害者の活躍がメディア等で取り上げられることも増えて
きましたが、一般の方が関わることは多くはないと思います。我々は次年度、ロータ
リアンとして、障害者スポーツと関わっていけるようなプロジェクトを行いたいと思
っていますし、いくつかのイベントに参加することによって、障害者スポーツの普及
とか、障害者に対する認知を推進していけるのではないかと思います。石川県障害者
スポーツ協会に対してレース用の車椅子や横断幕を寄贈する予定をしています。詳細
は後日報告したいと思います。皆さんのご協力をお願いして報告としたいと思います。

２）次年度クラブ組織の発表について
北村会長エレクトより、次年度のクラブ組織を発表し、５名の委員長から順次挨拶
を行った。
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〔柿木健雄 クラブ管理運営委員長〕
クラブ管理運営委員会は、例会運営にかかわる業務と卓話講師の選
任があるかと思います。会員の皆様にお話しいただくこともあるか
と思いますし、プラス、お友達や知人の方、若い方・年配の方、異
業種・他業種、いろんな方にお話いただければと思っています。予
定としては、２～３ケ月前に講師が決まるよう準備していきたいと
思います。また例会運営に関しても、皆さんにご協力をお願いすることもあるかと思
いますのでよろしくお願いします。
〔高田敏 会員増強委員長〕
会員増強委員長として新たな気持ちで取り組みたいと思っています。
ＲＩの方のコメントにもあります 『Each One Bring One』＝ 各々の
会員が一人の会員を＝ というところが基本的な考え方になるかと思
っています。現在３８名の会員ですが一人の退会者もだすことなく
増強に色んな対策をとっていけば、軽く４０名は超えていくんじゃ
ないかと考えています。楽しいクラブにしていけば、色んな方が集まってくれるんじ
ゃないかと思いますので、皆さんとお話しながら皆さんの協力を得ながら会員増強に
努めたいと思いますのでよろしくお願いします。
〔武藤清秀 公共イメージ委員長〕
公共イメージ委員会の役割は会報を作ることが結構重要で、そのた
めの写真撮りも分担して行いたいと思います。広報というのは、単
にマスメディアに出るということだけではなく、最近テレビも新聞
も読まないという若い人たちが増えてきていますので、ホームペー
ジをいくら充実してもそこにアクセスしないと情報をとって来ない
ですから、やはりＳＮＳを活用して知り合いが繋がっていくというような感じで我々の
活動を知っていただくというのがいいのかなぁという気がしています。広報担当の東さ
ん、会報担当の柴田さんが新しい風を吹き込んでくれるであろうことを期待しています。
皆さんよろしくお願いします。
〔大路孝之 奉仕プロジェクト委員長〕
委員会の皆さん、そして他の委員会の皆さんにもご協力をいただ
きながら、頑張っていきたいと思います。奉仕プロジェクト委員
会は小委員会が四つあります。職業奉仕は皆さんが頑張っておら
れる仕事をやっていただくことによって、社会に奉仕する、貢献
する、ということが基本的なものと思っています。社会奉仕はロ
ータリー精神の大きな要素です。現会長の仲島さんに道をつけていただいた石川県森
林公園にあります『憩いの森づくり事業』を単年度で終わるのでなく、植えた苗木を
育てていく活動を皆さんと一緒に続けていきたいと思います。何年か後には、桜が咲
き栗の実がなり、という頃まで楽しみにしたいと思います。青少年奉仕の中では、韓
国との交流を伝統的に取り組んで来ましたが、コロナの影響で交流がままならないよ
うな２年間が続いていますが、これが今後どうなるか韓国のコロナの状況もあります
が復活できたらいいと考えています。最後に皆さんにお願いですが、４月から米山奨
学生を引き受けることになりました。韓国から金沢大学理工学部に留学している男性
でボク・ユンスさんです。４月１６日のオリエンテーション以降、例会に参加いただ
けるかと思います。話かけをしていただいて、皆さんと交流を深めていただけたら有
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り難いと思います。
〔助田忠弘 創立２５周年実行委員長〕
私は２０周年を経験していますが、その時には当時の実行委員長の
宮永さんをはじめとする方々からいろいろ教えてもらい、指示を受
けた記憶がありますが、全く記念行事等やったことがないので、皆
さんにアドバイスいただきながら無事成功できるように、北村会長
に恥をかかせないよう頑張っていきたいと思います。皆さんよろし
くお願いします。

３）その他
小浦副幹事より 、今後予定している、次年度に関する会合の告知を行った。
・４月７日 「次年度委員会別打合せ会」
・５月１９日「第二回クラブフォーラム」◇ 次年度委員会別事業計画と予算について
また、次年度予定している次の事業の協力依頼を行い終了した。
・２０２３年１月１２日（木）「金沢８ＲＣ新年合同例会」当番
・２０２３年４月２０日（木）「クラブ創立２５周年例会」

点

鐘

2610地区研修・協議会、地区大会ほか
※参加登録受付はすべて終了しています

日

時

参加予定者

内容／会場等

（敬称略）

１

4月17日（日）
11:00～12:00

次期クラブ会長会議
or Ｚｏｏｍ

／富山県民会館

２

4月17日（日）
13:00～17:00

2022-23年度のための地区研修・協議会
／富山県民会館 or Ｚｏｏｍ

北村・小浦・仲島
谷(Z)・東(Z)

３

5月14日（土）
15:00～19:30

指導者育成ｾﾐﾅｰ、RI会長代理ご夫妻歓
迎晩餐会 ／和倉温泉「加賀屋」

炭谷・仲島・上田
北村（ｾﾐﾅｰのみ）

４

5月15日（日）
13:00～20:10

地区大会（本会議・記念講演） ／「あ
えの風」、大懇親会 ／「加賀屋」

計１９名

例会・卓話予定
4/7
4/14
4/21
4/28

2021-22年度
例会場

次年度委員会別打合せ会
/ﾎﾃﾙ日航
酒井健二様〔ふれあい工房た
んと理事長〕
/ﾎﾃﾙ日航
ｼﾞﾄﾞﾚとﾀﾞﾆｴﾘｽ ・ ﾙﾋﾞﾅｽ〔ｳﾞｧｲ
ｵﾘﾝとｺﾝﾄﾗﾊﾞｽ演奏〕/ﾎﾃﾙ日航
休会

北村次期会長

会長 仲島康雲

/ 幹事 上田喜之

ホテル日航金沢
〒920-0853金沢市本町2-15-1

例会日

木曜日19：00

事務室

〒920-0852金沢市此花町3-2
Tel 076-262-2211

ﾗｲﾌﾞ１ﾋﾞﾙ2F

Fax 076-262-2241

khrc@quartz.ocn.ne.jp

http://100rc.jp

★例会予定はホームページでもご確認いただけま す

- 4 -

