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例会日：毎月曜日  12:30 ～ 13:30
例会場：金沢スカイホテル

会長：米　沢  　　寛
幹事：小池田  康　秀
会報：石　野  一　樹

　今年も恒例の新春懇親例会が、2月4日（月）、松魚亭

にて開催されました。はじめに立春祈願祭が厚見会員ご

夫妻によって厳かに執り行われました。その後、鬼に扮す

る親睦委員と福の芸妓さんにむかって、年男（巳年）を迎

えた久田会員、不室会員、本谷会員による豆撒きが威勢

よく行われました。

　米沢会長の開会挨拶では、「去る2月2日（土）に香林

坊ロータリークラブの25周年記念式典に招かれた。会員

も100名を超え、とても勢いを感じた。今年は県内で周年

を迎えるクラブが多いが、我がクラブの55周年事業は取

りを務めることになる。これからの金沢東ロータリーを

考える良い機会として、是非、奥様共 ご々参加をお願いし

たい」と話されました。

　続いての別川副会長の乾杯の発声では、「１年が経つ

のは早い。特に齢をとるたびに早く感じる。辰巳の年は

辰巳天井と言われ、上昇を意味している。日本も皆さん

の会社もそれにあやかって発展することを祈っている」

とご挨拶され、盛大に懇親会が始まりました。アトラク

ションは、西の芸妓さんによるこの日のために練習に練

習を重ねた恒例のオリジナルの出し物で、大いに盛り上

がりました。途中、音楽がならないハプニングもありまし

たが、そこは流石、司会の徳野親睦委員長が皆を飽きさ

せない巧みな進行で無事に切り抜けていました。歓談中

も美味しいお酒とお料理で、会話が弾み、より一層会員

同士の懇親が深まりました。

　中締めの挨拶では、半田副会長が「55周年事業をい

かに成功させるか、しかも香林坊RCに負けない伝統あ

るクラブとしての威厳を見せたい」と締めくくり、そして

その後、西の茶屋街行きのバスに皆さん何の違和感もな

く、乗り込んでいきました。

（記　会報委員長：石野　一樹）
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新春懇親例会開催

２月理事役員会報告（2月18日）

1．金沢8RC幹事会報告
①金沢8RC 新年合同例会決算報告…承認。
　次年度繰越金　￥73,680
・当日集めた義援金￥360,175は「子どもの村東北」建設支

援に充てる予定だが現在予定通り計画が進んでいないので、
暫く様子を見る旨、百万石RCより報告。

・次年度は、金沢RCがホストで開催予定
　2014年1月9日㈭時間未定　ホテル日航金沢にて
②善行生徒表彰の件

　時：2月15日㈮15:30〜
　所：金沢市保健所ホール「すこやか」
　主催：金沢市小中学校校外指導連盟
　被表彰者：金沢市内小中学生　38名
　記念品：図書カード＠2,000×38名＝76,000円
　金沢8RCで分担　1クラブ9,500円

2．「仙台空港モニュメント建立」の件
　　…当クラブバナーと10万円を支援

3．新会員の件…承認。全会員へ通知する。

・松
まつもと

本健
た け お

夫氏…㈱松本日光舎代表取締役社長（S46.8.6生）
 （職業分類：クリーニング　推薦：竹松俊一、小池田康秀）

4．2013〜14年度理事・役員・委員会構成の件（資料参照）

　　…原案通り、承認。

5．次年度地区委員の件…承認。

・地区ローターアクト委員…木村道明会員
・地区国際青少年交換委員…中田吉則会員、竹松俊一会員



奉仕を通じて平和を  Peace through Service

〈 2月例会メニュー 〉
25日 〈洋食〉旬の海鮮をミルフィーユ仕立てで

❖ 2 月 25 日（月）例会❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
 2 月25日 彫刻家　丹

に わ

羽俊
と し き

揮氏
 「彫刻家　丹羽俊輝の世界
 　エランヴィタール　ー生命の躍動ー」

■例会卓話予定
 3 月  4日 金沢大学人間社会学域人文学類
 教授　宮

みやした

下孝
たかはる

晴氏
 「ルネサンス美術の源流はフレスコ画にあり」
 3 月11日 和泉流狂言師　野

の む ら

村祐
ゆうじょう

丞氏
 「狂言よもやま話」
 3 月18日 金沢リトルシニア野球協会監督　神田章弘氏
 「首位打者・角中らプロ野球選手３人を
 　　輩出した金沢リトルシニア」
 3 月25日 ㈱庵　代表取締役社長　梶

かじうら

浦秀
ひ で き

樹氏
 「未定」
 4 月  1日 未定
 4 月  8日 NHK金沢放送局長　小

こ じ ま

島伸
の ぶ お

夫氏（金沢RC）
 「未定」
 4 月15日 やわたメディカルセンター副院長　勝

か つ き

木達
た つ お

夫氏
 「未定」

■おめでとう（敬称略）
◎１月年間皆出席祝

31 ヵ年　和田　清聡  18 ヵ年　高桑　幸一
  1 ヵ年　前川　一雄

■ ニコニコ Box（敬称略）
根布…小学4年生の孫が、小学生の全国柔道大会の内、東海大会、

北信越大会、近畿大会の3大会で優勝しました。この後の成
長を楽しみにしています。

厚見…今日、生れて初めて宝くじに当選しました。3,000円！喜んで
例会に出席したら、誕生日プレゼントが…　当選金はニコニ
コBOXへ。ありがとうございました。

高桑幸一…誕生祝をありがとうございます。63回目の誕生日を無事
迎えることが出来ました。健康に留意しながら、頑張ります。
これからもよろしくお願いします。

井上…51回目の誕生日のお祝をありがとうございました。
中村…誕生日のお祝をありがとうございます。今年もよろしくお願い

します。
山本…結婚記念日のお祝をいただきました。実は、お花をいただ

くまでは何の事か失念していて、家内の前で「これ何のお祝
い？」と聞いてしまって大失敗（苦笑）…　最後はニコニコ、
感謝して。

竹内…結婚記念日祝、ありがとうございます。
平野…結婚記念日祝に綺麗なお花をいただき、ありがとうございま

す。とても驚き、喜んでいました。
坂本…遅くなりました。結婚記念日祝をありがとうございます。仲良

くやっております。

累計　1,003,320円

❖ 2 月 18 日（月）例会報告❖

■出席率報告
 1 月28日 62 ／ 94　ホームクラブ　65.96％
 1 月21日 86 ／ 94　補正出席率　　91.49％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

◆東京東RCとの打合せ会
日　時：3月4日（月）　13:40〜
場　所：金沢スカイホテル18F

◆東京東RCとの懇親会
日　時：3月4日（月）　18:30〜
場　所：松魚亭「はなれ」
会　費：10,000円
出席予定者：米沢、半田、高桑秀治、浅田、高桑幸一、松本、
　　　　小池田康秀

◆金沢みなとRC20周年例会
日　時：3月5日（火）　15:30〜
場　所：ANAクラウンプラザホテル金沢
出席予定者：米沢、小池田康秀

◆会長エレクト研修セミナー（PETS）
日　時：3月17日（日）　13:30〜
場　所：小松グランドホテル
会　費：10,000円（クラブ負担）
出席予定者：半田

◆3月親睦委員会
日　時：3月18日（月）　18:30〜
場　所：鏑木商舗「おいしいいっぷく」
会　費：6,000円

◆第2回グリーン会ゴルフコンペ
日　時：3月30日（土）　8:03〜
場　所：片山津GC「加賀コース」

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

Smile, Sing a Song
Smile and the world smiles with you,

Sing a song.
Don't be weary, Just be cheery all day

long.
Whenever your trials, Your troubles and

your care
Seem to be more than you can really bear
Smile and the world smiles with you,

Sing a song.

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

２月は世界理解月間です

書き損じハガキ回収にご協力下さい


