
例     会 

■ 開会点鐘

■ ロータリーソング「奉仕の理想」

会 長 挨 拶 

会長 舟元 英一 様 

皆様こんにちは。今日が会長としてこの壇上で例会あいさつをす

る最後の挨拶となります。しかし今日は、最高に嬉しい例会となり

ました。というのも、先日もご紹介させていただきましたが、本日、宮森恒成（みやもりこうせい）

様が当クラブの会員としてご出席されています。最後の最後に引き際の最高のお膳立てをいていた

だきき宮森様始め入会にご尽力いただきました増強委員長の織田委員長等には感謝の言いようがご

ざいません。本当に有難うございました。

さて、最後の挨拶ということで何をお話しようかと思案致していましたが、やはり、昨今のトッ

クスといえば、将棋の天才藤井聡太四段の将棋の話ではないかと思いその話をさせていただきます。

現在、彼は、プロに入って負けなしの２７連勝中です。歴代最多勝が神谷広志（かみやひろし）現８

段の２８連勝ですから、あと１勝でこの不滅の記録に到達するわけです。「記録は破るためにあり、破

られるためにある。」といわれるように、もしかしたら破られるかもしれないと思っています。先週、

１７日（土）が、いわゆる天才中学生（名古屋大学教育学部付属中学２年生）対現役東大１年生藤岡

隼太アマチャンピオンとの対局だったのですが、ヒョットした

勝ってしまった。いよいよ、竜王戦の決勝トーナメントの一回戦です。竜王というのは、ご存知のよ

うに８タイトル（名人、叡王、王位、王将、王座、棋聖、棋王）の一つです。子供の将棋人口が急激

に増えて、ブームになっているようです。本当に楽しみです。今、将棋界をリードしているのが羽生

善治（はぶよしはる）９段を始めとするいわゆる４０代の中堅棋士です。昨年５月、佐藤天彦８段が

２８歳で名人位を獲得し羽生世代に割り込んできましたが、以前、羽生世代が棋界のトップとして活

躍しています。 

ところで、この若い佐藤名人が実は人工知能・

ナンザというソフト）と対戦し負けてしまったのです。現在、対戦成績では、人口知能（ポナンザ）

が勝っています。近い将来、藤井少年がこの人口知能ポナンザを破って、人間の知能の方が優れて

いることを実証して欲しいと願って止みません。

入 会 式 

宮森 恒成 様 

舟元会長より 4つのテスト、ロータリー

新入会員挨拶 

宮森 恒成 様 

本日は、歴史と活力ある野々市 RC

身の引き締まる思いです。祖父である

よう皆様のお力をお借りして是非頑張りたいと思います。
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幹 事 報 告

幹事 織部 秀一 様  

・ 柳生さんがアトランタの世界大会にご出席され

ーとプログラム冊子を回覧いたしますのでご覧ください。

・ 本日例会終了後、例会場前ロビーにて次期クラブ管理運営委

員会がございます。対象者はお集まりください。

・ 来週 6月 28 日の例会は最終例会です。粟津温泉「のとや」に

て 18：30 開会点鐘となります。現地集合ですのでよろしくお願いいたします。

・ 6 月 23 日（金）11:00～13:30

会長・幹事一年間の感想

舟元 英一 会長

この１年間皆様方の温かいご協力・ご支援でもって何とか任期を

無事努め終えられたことに対し、改めて御礼と感謝を申し上げます。

思えば一昨年秋ごろ、晴天の霹靂と申しますか、突然会長職を仰せつ

かり一度はお断りしたものの、熟慮に熟慮を重ねお受けしたのは、織

部さんが幹事職を快くお引き受けくださったお陰で腹が決まったの

です。もちろん家内が後押ししてくれた事も大きな理由の一つです。

織部さんにはこの１年間本当にご苦労をおかけしました。本当にありがとうございました。

さて、就任に際し、「ロータリーで自分磨きをしよう」というテーマの下、４項目のコンセプトを提案

し取り組んできました。各委員会の委員長の皆様がしっかりと私の意図をくみ取っていただき、前回

員会報告の中で実践結果をご報告いただいた通りであります。各委員長の皆様、そして所属会員の皆様本

当にありがとうございました。 

では、私なりに１年を振り返り感じた良かった点ないし反省点については、先ほど申し上げました「ロ

ータリーで自分磨きをしよう」というテーマは取りも直さず、自分に対するテーマでもありました。つま

り、私は現在もそうですが非常にコミュニケーションをとるのが苦手です。まず、喋るのが苦手です。

拶を苦にせず、上手く話す人をいつも羨ましく思っていました。それならば、せめてこの１年不得意なと

ころを少しでも補うことができ、自分自身を成長させる事ができればと考え、そのようなテーマを取り上

げさせていただきました。今年度は例会開催が５４回、４月の移動例会のみ都合が付かず欠席したので、

実に５３回の会長挨拶をいたしました。当初は何を話して良いものやらネタ探しに苦慮いたしました

ロータリー情報のトピックス、季節の話題、身近な出来事について関心を持ってみると自ずと情報が目に

入ってくるようになり、良し悪しは別として余り気にせず徐々に肩の力も抜けてお話しができるようにな

ったのではないかと思います。 

また、会長職を通し、クラブ行事以外

幅広い階層の方々とお会いし、お話しする機会に恵まれ

京都城陽クラブとの縁で野々市市と城陽市が災害援助防止協定を締結し、京都城陽クラブが一層身近にな

ったような気がいたします。更に今年度は、石川第１分区ＡＢのＩＭ実行委員会の一員として参加させて

いただき、各メンバーと良い関係ができ感謝しております。
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最後に、この１年で一番記憶に印象深く残っているのは、「姉妹及び友好クラブとの交流促進」で両ク

ラブを訪問し、合同例会を行ったことであります。ご参加いただいた会員の皆様には大変感謝申し上げま

す。大邱青雲クラブとの合同例会では、両国国旗を背景に外国で聞く国歌は格別のものがございました。

厳粛な雰囲気での片言の韓国語を交えた挨拶も生涯の思い出として記憶に残っております。一方、京都城

陽クラブとの観桜会と称しての合同例会では大変なもてなしを受け、来年４月にお見えになる石澤年度に

はご負担をおかけするようで申し訳

このように会長職を任され、沢山の方々との交流、初めての体験

磨きをしよう」という目的は十分果たせたと感じております。しかし、反省点がなかったわけではありま

せん。委員会の職域に踏み込みすぎた点、連絡の不徹底、事業取組の根回し不足等々、ご迷惑をお掛けし

た事を反省しております。 

最後になりますが、次年度石澤会長は「クラブの新たなカラーを出そう」というテーマを掲げ、既に

ロータリーの新しい風を読み取り、定款及び細則の改正に着手し、新しいクラブ準則も定められました。

物事をなすには、「拙くてもよい、早い方が良い」というのが兵法の達人孫子の言葉です。石澤会

年度の「社会の変化を敏感に感じ取り、自らがそれに対応し変化を受

ましょう」と呼び掛けています。

「体験は宝であり、行動は力であります」本当に素晴らしい体験をさせていただきました。

次年度、石澤会長を盛り立てて更なるクラブの発展につなげていければと思っています。皆様有難う

ございました。 

織部 秀一 幹事

幹事になるまで３年余り、私自身がまだロータリーに慣れていな

いという事もあり、初めに旗があって鐘を鳴らして歌を歌うという

どこかの新興宗教のようで早々に辞めないと

で来ましたが、そういった様式等すべて

と、そんなに悪いものでもないと感じております。

に所属した経験がなかったので、２年目はＳＡＡ、３年目はプログラム担当を経て、なかなかいいものだ

なぁと思い直しております。 

ロータリーでは皆さんの発言に利害関係がないため、好きなように話ができて

一番良いところではないでしょうか。民間の企業におりますと

たりするものです。特に野々市ＲＣ

ていくかが大事ではないかと思っております。

幹事の役割は会長の意向に従って、

きましたが、その点は果たして上手く行ったかどうかはわかりませんが、

も野々市ＲＣにあると自画自賛しております。これかも良い面を伸ばしていくために

おります。皆様ありがとうございました。
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合同例会を行ったことであります。ご参加いただいた会員の皆様には大変感謝申し上げま

す。大邱青雲クラブとの合同例会では、両国国旗を背景に外国で聞く国歌は格別のものがございました。

厳粛な雰囲気での片言の韓国語を交えた挨拶も生涯の思い出として記憶に残っております。一方、京都城

陽クラブとの観桜会と称しての合同例会では大変なもてなしを受け、来年４月にお見えになる石澤年度に

はご負担をおかけするようで申し訳ありませんが、一生懸命ご協力させていただきます。

このように会長職を任され、沢山の方々との交流、初めての体験・経験を通して「ロータリーで自分

磨きをしよう」という目的は十分果たせたと感じております。しかし、反省点がなかったわけではありま

せん。委員会の職域に踏み込みすぎた点、連絡の不徹底、事業取組の根回し不足等々、ご迷惑をお掛けし

最後になりますが、次年度石澤会長は「クラブの新たなカラーを出そう」というテーマを掲げ、既に

ロータリーの新しい風を読み取り、定款及び細則の改正に着手し、新しいクラブ準則も定められました。

物事をなすには、「拙くてもよい、早い方が良い」というのが兵法の達人孫子の言葉です。石澤会

年度の「社会の変化を敏感に感じ取り、自らがそれに対応し変化を受け入れ楽しむ風土を作り上げていき

「体験は宝であり、行動は力であります」本当に素晴らしい体験をさせていただきました。

次年度、石澤会長を盛り立てて更なるクラブの発展につなげていければと思っています。皆様有難う

、私自身がまだロータリーに慣れていな

いという事もあり、初めに旗があって鐘を鳴らして歌を歌うという

どこかの新興宗教のようで早々に辞めないと…と思いながらここま

すべての型にはまって慣れてみる

と、そんなに悪いものでもないと感じております。こういった団体

した経験がなかったので、２年目はＳＡＡ、３年目はプログラム担当を経て、なかなかいいものだ

利害関係がないため、好きなように話ができて

一番良いところではないでしょうか。民間の企業におりますと一言一言が意外なところで

ＲＣは若い方が多いので、これからこういった方を

が大事ではないかと思っております。

は会長の意向に従って、いかに支障なく無難にこなせるかどうかを念頭に置いて対応して

上手く行ったかどうかはわかりませんが、この自由闊達な雰囲気が

あると自画自賛しております。これかも良い面を伸ばしていくために

皆様ありがとうございました。

年 6月 21 日（水）

ホテル」 

最後に、この１年で一番記憶に印象深く残っているのは、「姉妹及び友好クラブとの交流促進」で両ク

合同例会を行ったことであります。ご参加いただいた会員の皆様には大変感謝申し上げま

す。大邱青雲クラブとの合同例会では、両国国旗を背景に外国で聞く国歌は格別のものがございました。

厳粛な雰囲気での片言の韓国語を交えた挨拶も生涯の思い出として記憶に残っております。一方、京都城

陽クラブとの観桜会と称しての合同例会では大変なもてなしを受け、来年４月にお見えになる石澤年度に

ありませんが、一生懸命ご協力させていただきます。

を通して「ロータリーで自分

磨きをしよう」という目的は十分果たせたと感じております。しかし、反省点がなかったわけではありま

せん。委員会の職域に踏み込みすぎた点、連絡の不徹底、事業取組の根回し不足等々、ご迷惑をお掛けし

最後になりますが、次年度石澤会長は「クラブの新たなカラーを出そう」というテーマを掲げ、既に

ロータリーの新しい風を読み取り、定款及び細則の改正に着手し、新しいクラブ準則も定められました。

物事をなすには、「拙くてもよい、早い方が良い」というのが兵法の達人孫子の言葉です。石澤会長は次

楽しむ風土を作り上げていき

「体験は宝であり、行動は力であります」本当に素晴らしい体験をさせていただきました。

次年度、石澤会長を盛り立てて更なるクラブの発展につなげていければと思っています。皆様有難う

した経験がなかったので、２年目はＳＡＡ、３年目はプログラム担当を経て、なかなかいいものだ

利害関係がないため、好きなように話ができて後々残らないところが

意外なところで悪影響を及ぼし

た方をいかに上手く取り入れ

を念頭に置いて対応して

この自由闊達な雰囲気が今現在

あると自画自賛しております。これかも良い面を伸ばしていくために尽力したいと考えて



ニコニコボックス

齊藤 邦博 様 

卓上の花：ショウブ  花言葉：

卓上の花：上田様、織田様、齊藤

舟元 皆様一年間ご支援有難うございました。宮森様心待ちに致していました。よろしくお願

い致します。 

織部 本日は、会長・幹事の一年間の感想を聞いていただきありがとうございます。

柳生 アトランタの世界大会に参加してきました。ついでにシカゴの

ニューヨークまで足を伸ばしました。

健康賞ありがとうございます。

織田 宮森さんお待ちしていました。ご入会を大変うれしく思います。

松田 宮森さんお待ちしておりました。

宮川 会長、幹事様一年間お世話になりました。ご苦労様でした。宮森様入会歓迎致します。

石澤 宮森様入会おめでとうございます。これからよろしくお願い致します。

舟元会長、織部幹事一年間ありがとうございました。最終例会楽しみにしています。

下原 会長幹事１年お疲れ様でした。宮森さん入会おめでとうございます。

金子 役員のみなさま１年間ご苦労様でした。宮森様ようこそ

清水 会長、幹事又役員の皆様一年間ありがとうございました。宮森様入会おめでとうござい

ます。 

矢原 宮森様入会歓迎します。ロ

るのなら RC の同好会の入会をお願いします。

新保 宮森様ご入会おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。

舟元会長、織部幹事一年間ご苦労様でした。また、ありがとうございました。

北潟 舟元様お疲れ様でした。皆様新会員研修ありがとうございました。宮森様入会おめでと

うございます。 

中川 健康賞ありがとうございました。私、あまり健康ではないのですが、これから健康に気

を付けます。 

西村 久しぶりの雨、気持ちがいいです。

中村啓二郎、上田、長門、齊藤 

本日の収入額 39,000 円 累計

４つのテストの唱和

長門 達志 様

4 

例会日 ■ 第 1808 回例会 2017 年

■ 会場 於「金沢国際ホテル

やさしい心 

齊藤様、清水様、新保様 

皆様一年間ご支援有難うございました。宮森様心待ちに致していました。よろしくお願

本日は、会長・幹事の一年間の感想を聞いていただきありがとうございます。

アトランタの世界大会に参加してきました。ついでにシカゴの RI

ニューヨークまで足を伸ばしました。

健康賞ありがとうございます。

宮森さんお待ちしていました。ご入会を大変うれしく思います。

宮森さんお待ちしておりました。

会長、幹事様一年間お世話になりました。ご苦労様でした。宮森様入会歓迎致します。

宮森様入会おめでとうございます。これからよろしくお願い致します。

舟元会長、織部幹事一年間ありがとうございました。最終例会楽しみにしています。

会長幹事１年お疲れ様でした。宮森さん入会おめでとうございます。

役員のみなさま１年間ご苦労様でした。宮森様ようこそ。 

会長、幹事又役員の皆様一年間ありがとうございました。宮森様入会おめでとうござい

宮森様入会歓迎します。ロータリーライフを一緒に楽しみましょう。もしゴルフをされ

の同好会の入会をお願いします。

宮森様ご入会おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。

舟元会長、織部幹事一年間ご苦労様でした。また、ありがとうございました。

舟元様お疲れ様でした。皆様新会員研修ありがとうございました。宮森様入会おめでと

がとうございました。私、あまり健康ではないのですが、これから健康に気

久しぶりの雨、気持ちがいいです。

1,075,350 円   

年 6月 21 日（水）

ホテル」 

皆様一年間ご支援有難うございました。宮森様心待ちに致していました。よろしくお願

本日は、会長・幹事の一年間の感想を聞いていただきありがとうございます。

RI 本部、ワシントン、

会長、幹事様一年間お世話になりました。ご苦労様でした。宮森様入会歓迎致します。

宮森様入会おめでとうございます。これからよろしくお願い致します。

舟元会長、織部幹事一年間ありがとうございました。最終例会楽しみにしています。

会長幹事１年お疲れ様でした。宮森さん入会おめでとうございます。

会長、幹事又役員の皆様一年間ありがとうございました。宮森様入会おめでとうござい

ましょう。もしゴルフをされ

宮森様ご入会おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。

舟元会長、織部幹事一年間ご苦労様でした。また、ありがとうございました。

舟元様お疲れ様でした。皆様新会員研修ありがとうございました。宮森様入会おめでと

がとうございました。私、あまり健康ではないのですが、これから健康に気

写真：矢原 


