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❖ 4 月 16 日（月）例会❖

■ソング
“それでこそロータリー”
“Sing Everyone Sing”

■本日の卓話
  4 月16日 オーケストラ・アンサンブル金沢
 エグゼクティヴ・アドヴァイザー  山

や ま だ

田正
まさゆき

幸氏
 「音楽と社会貢献」
■例会卓話予定
  4 月23日 ㈱NTTデータ北陸　社長　臼

う す い

井紳
しんいち

一氏
（金沢東RC)

 「Innovation by IT
 　〜NTTデータグループがお客様とともに
 　　取組む新たなる価値創造〜」
  5 月  7日 キリンビールマーケティング㈱
 石川支社長　成

なるしま

島和
かずひと

仁氏（金沢東RC)
 「未定」
  5 月14日 ノンフィクション作家　小

こ ま つ

松成
な る み

美氏
 「一流とは何か」
  5 月21日 未定
  5 月28日 金沢医科大学　感覚機能病態学（眼科学）

 主任教授　佐
さ さ き

々木　 洋
ひろし

氏
 「紫外線による目の老化と予防法」
  6 月  4日 ㈱金沢名鉄丸越百貨店

 代表取締役社長　久
ひさうち

内　 宏
ひろし

氏（金沢東RC)
 「未定」
  6 月11日 ㈱みずほ銀行　金沢支店長　勝

かつうら

浦　 務
つとむ

氏
（金沢東RC)

 「未定」
  6 月18日 未定
  6 月25日 会長・幹事退任挨拶

■ニコニコBox（敬称略）
米沢…春の夜間例会に遅れて到着し、申し訳ありません。本日、石

川日産・日産プリンスの打ち上げ、1〜3月、前年月147％を
達成しました。皆様のお蔭です。親睦委員会の皆様、あり
がとうございます。

山本…親愛なる根布さんへ　石川県水泳協会会長としての夢がか
なったお祝の気持ちを込めて、ニコニコと！石川県から2名
のオリンピック選手を輩出、おめでとうございます。

小池田均…ようやく上の息子が東京の大学を卒業し、少し楽に
なったかなと思ったら、もう2年、大学院へ行くことになり
ました。まだまだ楽をさせてもらえないようです。とにかく
卒業させていただきました。ありがとうございます。

ニ木…長女が無事、第1志望の公立高校へ入学できました。今後と
もよろしくお願いします。

長沼…本日、長女が中学、長男が小学校に入学しました。これから
は家族で金沢を満喫します。ビンゴ、ありがとうございま
した。

山本…ロータリーの留学等でいろいろお世話になった娘が卒業し、
4月から社会人として働き始めました。振り返るといろい
ろありました。皆様のお蔭でようよう今があります。心か
ら感謝して。

太田光尋…誕生日のお祝をありがとうございました。
酒井…誕生日プレゼントをありがとうございます。64歳になりま

す。無病息災は無理だと思いますが、元気に過ごしたいと
願っています。

根布…誕生日プレゼントをありがとうございました。歳は重ねて
も、気持ちだけはいつも若く…と思っています。

西川…結婚記念日のお花をありがとうございました。26年目を迎
えたことに感謝しています。

能登…結婚記念日のお祝をありがとうございました。すっかり忘
れていました。ニコニコと…

中島…結婚33年目を迎えています。お祝いをありがとうございま
す。

鈴木龍太郎…結婚記念日のお花を未だいただいていませんけれ
ど、先にお礼を言っておきます。

太田有彦…本日は70数枚のニコニコBOXの紹介が出来るはずで
す。楽しみにしています。来週でも構いませんが、この幸運
をお忘れない様に…

浅田…直立して、番号を待て…。最初の数字で当たり、いつものビ
ンゴなら、大当たり？楽しく、ありがとう。

同夫人…メズラシク1番に当たりました。ありがとうございました。
和田…ビンゴの賞品をいただきました。ありがとうございます。
不破…ビンゴゲーム大会にて、残ることが出来、景品が当たりまし

た。ありがとうございます。
徳野…ビンゴに最初に外れて、当たりました。この運を次は宝くじ

で使いたいですね。ニコニコと…
同夫人…最後の最後に当たりました。ありがとうございます。
中田…逆ビンゴ、当たりまして、ありがとうございます。
高橋…ビンゴ、ありがとうございます。
西川…もうだめかと思っていた矢先、ようやく手にすることが出

来ました。感謝します。
北　…ありがとうございました！
平野…春の特別例会のビンゴゲームにて当たったため。
諸江…最後でした。ラストでした。
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湊　…最後の3人でやっと当たりました！　ありがとうございまし
た。

松本浩平…逆ビンゴ、やっとやっと当たりました。ありがとうござ
いました。楽しかったです。

松尾…不室屋さんの景品をいただきました。感謝して。
北川…今日のビンゴゲームで家内ともども、お花をいただきまし

た。
並木…ビンゴで残り福でした。ありがとうございました。
同夫人…今日はありがとうございました。
竹内…ビンゴ当たりました（全員当たりますが…）。みなさん、平

和で良かったです。
笠間…ビンゴ、お花をありがとうございました。
同夫人…ビールを毎晩飲んで２人で楽しみます。
向井…2回目の参加です。皆が楽しくなる企画がオツな気分です。

ニコニコしながら家に持って帰ります。
小池田康秀…7回目でやっと当たりました。もちろん賞品はキリン

ビールです。ありがとうございました。
村田…ありがとうございました。何とキリンビール詰合せが残って

いました。
朝倉…ビンゴで不室屋さんの宝づくしをいただきました。楽しい

ビンゴゲームでした。
金谷…クジ運の悪い者が勝つ。そういう日でした。でも、当たるの

は嬉しい。
立木…ビンゴの景品をありがとうございました。
成島…一番最初のビンゴに当たりました。運がいいです。この幸

せに感謝します。
大島…ビンゴにて綺麗なお花をありがとう。
同夫人…ビンゴで全然当たらなかったのが良かった。フルーツを

ありがとう。
半田…ビンゴの負け残り戦で当たりました。ありがとうございま

した。
中島…ビンゴ第3ラウンドで賞品をいただきました。ありがとうご

ざいます。
同夫人…やっといただきました。
山崎勝治…ビンゴゲーム当たりました。ありがとうございます。
宮野…ビンゴゲームでクジ運の悪い私がいただきました。今回の

ビンゴ、最高です。
若林…ビンゴゲームで最後にいただきました。今までの苦労は何

だったのか、我が人生に幸あれ！
同夫人…本日の逆ビンゴ、面白いですね。こんなの初めてです。お

蔭様で早く当たりました。ありがとうございました。それで、
美しいお花をいただきました。

伊東…親睦委員会の素晴らしいビンゴアイデアで最初に商品を
いただきました。これから良いことがありそうです。

酒井…ビンゴに当たりました。ありがとうございます。
同夫人…ゲームで賞品をいただきました。
宮本亮一…第4ラウンドで当たりました。ありがとうございました。
坂本…夫婦でビンゴの賞品をいただきました。ありがとうござい

ました。
高桑秀治…新しいビンゴゲーム、ラスマイでゲットしました。変な

ルールですね。
冨久尾…お花をいただいたのは久し振りです！綺麗なお花に癒さ

れて、ニコニコと…
水上…ビンゴゲームでお花をいただきました。楽しい企画をあり

がとうございました。
原　…運が良いのか悪いのか？ニコニコBOXの袋だけが手許に

残りました。楽しいアイデアでした。ありがとうございます。
高桑幸一…少し理解に苦しむゲームでしたが、妻が一番先に当た

りました。一番最後に私が当選です。ありがとうございま
した。

岩木…ビンゴで賞品をいただきまして、ありがとうございました。
山﨑修二…ビンゴゲームで最後の最後に当たりました。疲れました。
厚見…ビンゴゲームで大好きな不室屋さんのおすましをいただき

ました。ありがとうございます＼(̂ o )̂／
小池田均…いつも楽しい会に参加させていただき、ありがとうご

ざいます。
不室…ビンゴゲームに当たったのか、当たらなかったのか分から

ないけど、ありがとうございました。

累計　1,321,900円

❖ 4 月 9 日（月）例会報告❖

■出席率報告
 3 月26日 60 ／ 89　ホームクラブ　67.42％
 3 月12日 78 ／ 89　補正出席率　　87.64％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

◆次年度第１回クラブ協議会
日　時：4月23日（月）　13:40〜14:40
場　所：金沢スカイホテル　18F

◆55周年第1回実行委員会
日　時：4月23日（月）　18:00〜　
場　所：石亭

◆次年度打合せ会
日　時：4月23日（月）　19:00〜　
場　所：石亭

◆4月親睦委員会
日　時：4月26日（木）　18:30〜　
場　所：オステリア・デル・カンパーニュ
会　費：5,000円

◆地区協議会
日　時：5月20日（日）　13:00〜17:00　
場　所：富山国際会議場
会　費：4,000円（クラブ負担）
出席義務者：次年度会長・幹事・会計・理事・役員・各委員長・
　　　　新会員

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか

４月はロータリー雑誌月間です

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

   
Sing,  everyone,  sing.
Sing,  everyone,  sing.
Let's  get  together  in  all

kinds  of  weather
and  sing,  everyone,  sing.

Smile,  everyone,  smile.
Smile,  everyone,  smile.
All  of  your  troubles  will

vanish  like  bubbles.
so  smile,  everyone,  smile.


