
金沢東ロータリークラブ会報
奉仕を通じて平和を Peace

through Service

事務局：金沢市彦三町2丁目1番地45号  むさしビル4F
ＴＥＬ：076-260-1212　FAX：076-260-5656
E-mail：k-eastrc@gaea.ocn.ne.jp

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

❖ 6 月 10 日（月）例会❖

■ソング
“我等の生業”
“R-O-T-A-R-Y”

■本日の卓話
 6 月10日 交換学生　カーリー・ザミットさん
 「カナダの紹介」

■例会卓話予定
 6 月17日 休会
 6 月24日 会長・幹事退任挨拶
 7 月  1日 会長・幹事新任挨拶
 7 月  8日 四大奉仕委員長新任挨拶
 臨時総会（決算・予算）
 7 月22日 中日新聞北陸本社　編集局長　澤

さ わ き

木範
のりひさ

久氏
（金沢東RC）

 「新聞よもやま話」
 7 月29日 前金沢能楽美術館　館長　藤

ふじしま

島秀
ひでたか

隆氏
 「加賀宝生をめぐる歴史秘話ヒストリア」

■ おめでとう（敬称略）
◎ 6 月お誕生日祝

久田　欣一　6.  5 中川　　衛　6.  5
平野　利康　6.  6 岡田　直樹　6.  9
田中　照人　6.11 山岸　敬秀　6.12
鈴木　宗幸　6.15 越原　悠三　6.18
安達　　洋　6.23 谷村庄太郎　6.30 

◎ 6 月ご結婚記念日祝
中田　吉則　6.  3 久田　欣一　6.  5
小池田　均　6.  5 和田　清聡　6.  9
山崎　勝治　6.10 久内　　宏　6.13
高桑　秀治　6.16 宮本　亮一　6.26

■ ニコニコ Box（敬称略）
高桑秀治…5月20日の55周年特別例会、皆様のお蔭で無事に

成功裡に終えることができました。心より御礼を申し
上げます。

中島…第50代会長としての顕彰をいただきました。遠い昔の
ような気もいたしますが、お支えいただいた皆様に深く
感謝申し上げます。

山岸…第51代会長顕彰をいただきました。皆様のお蔭です。
ありがとうございました。

高桑幸一…会長顕彰をいただき、ありがとうございました。皆
様のお蔭で務めることができ、感謝しております。

山﨑修二…会長顕彰をありがとうございます。今後とも出来る
だけ頑張って出席したいと思います。

鈴木宗幸…東クラブ第54代会長顕彰をいただきました。遠い
昔のように思えます。米沢会長、小池田幹事、1年間ご苦
労様でした。

岩木…第50代幹事をさせていただきました。この度は顕彰を
いただきまして、ありがとうございます。50周年次は大
変皆様にお世話になりまして、誠にありがとうございま
した。今後ともご指導の程よろしくお願いいたします。

中田…第5１代山岸会長にお仕えさせていただきました。顕彰
をありがとうございます。

田中和彦…幹事になったのは偶然でしたが、ニコニコBOXは
必然でした。喜んでニコニコと。

松本浩平…幹事顕彰をありがとうございます。思い出に残る
幹事生活に感謝です。

中田…29回目の結婚記念日にお花をいただきありがとうござ
いました。

小池田康秀…55周年お疲れ様でした。今夜は楽しい反省会で
す。親睦委員会の皆様、ありがとうございます。

坂本…ビンゴゲームでディナー券をいただきました。ありがと
うございます。妻もビールをありがとうございました。

田中和彦…ビンゴ―！嬉しかった～！ニコニコと。
長沼…高桑歌手の歌声に感動しました。これからもよろしくお

願いします。
竹内…55周年慰労例会で無事ビンゴ当たりました。ニコニコ

と！
松本健夫…サカイダさんのフルーツいただきました。家族だけ

で食べます。
石野…会報誌の記事を纏めているうちに、いつの間にかビン

ゴに当たってしまいました。ありがとうございます。
別川…ビンゴ！いつの間にか綺麗なお花が当たっていました。

愉快に、楽しく、面白く！ありがとうございました。
半田…久々 に早目にビンゴ当たりました。ありがとうございま

した。
鈴木宗幸…親睦委員会、ご苦労様でした。ビンゴ当選しました。
鏑木…ビンゴありがとうございます。フルーツで元気つけます。
岩木…ビンゴの賞品をいただきまして、ありがとうございます。
紙谷…ビンゴでいつもツキがない私ですが、今回はうまく当た

りました。ありがとうございました。
高桑幸一…ビンゴ、当たり～
笠間…ビンゴ、綺麗なお花をどうもありがとう。
米沢…ビンゴで綺麗なお花をいただきました。55周年、皆様
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ありがとうございました。
水上…ビンゴゲームでお花をいただきました。ありがとうござ

いました。
和田…ビンゴゲームでビールをいただきました。ありがとう。
日根野…ビンゴで美味しいビールをいただきました。ありがと

うございました。
中田…ビンゴゲーム、一応当たりました。残り物はビールでした

…
中島…ビンゴは外れでしたがニコニコの袋はちゃんと付いて

いました。ご親切に感謝いたします。
厚見…55周年では山本さんに大変お世話になりました。今日

のビンゴの景品はやはり醤油をいただきました。
松本浩平…重い思いキリンビールをありがとうございます。
大島…久々 に早くビンゴに当たり、感謝！
浅田裕久…ビンゴありがとうございました。その前にスカイホ

テル様の美味しいお料理と紹興酒？に酔っぱらってし
まいました。ありがとう。

平野…当たったのは遅かったですが、意中のものをいただくこ
とができました。ありがとうございます。

宮本亮一…成島さん、いただきました。ありがとうございます。
徳野…ビンゴ、やっと当たりました。楽しかったです。

累計　1,535,070円

❖ 6 月 3 日（月）例会報告❖

“55周年慰労例会”

■出席率報告
 5 月20日 91 ／ 97　ホームクラブ　93.81％
 5 月13日 92 ／ 97　補正出席率　　94.85％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

〈 6月例会メニュー 〉
10日 〈和食〉水無月、里山・海の旬
17日 　休会
24日 〈洋食〉鰈の香辛料風味焼き　キスのフリット夏の香りをのせて

6／17（月）例会は休会です

◆6月理事役員会
日　時：6月10日（月）　11:45～
場　所：金沢スカイホテル18F

◆インターアクト地区協議会
日　時：6月15日（土）　12:00～15:10
場　所：新川文化ホール
会　費：1,000円（クラブ負担）
出席予定者：鏑木

◆次年度第２回クラブ協議会
日　時：6月17日（月）　17:00～18:00
場　所：松魚亭

◆新旧クラブ協議会
日　時：6月17日（月）　18:00～
場　所：松魚亭
会　費：8,000円

◆6月親睦委員会
日　時：6月20日（木）　18:30～
場　所：石亭
会　費：10,000円

◆グリーン会第４回ゴルフコンペ
日　時：6月22日（土）　8:03スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」

◆国際青少年交換委員長会議
日　時：6月22日（土）　14:00～15:30
場　所：石川県地場産業振興センター　「第3研修室」
出席予定者：二木

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

R-O-T-A-R-Y
R-O-T-A-R-Y,

That  spells  Rotary,
R-O-T-A-R-Y,

is  known  on  land  and  sea;
From  North  to  South,  from  East  to  West,

He  profits  most  who  serves  the  best;
R-O-T-A-R-Y,

That  spells  Rotary.

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

6月はロータリー親睦活動月間です

のお蔭で無事終わりました。ありがとうございました。
感謝。

吉田…お家にお花がやって来ました。本当にありがとうござい
ます。

山﨑修二…美味しいお菓子をありがとうございました。
竹松、カーリー…ビンゴゲームで素敵な賞品をいただきました。

ありがとうございました。
高桑幸一…当たり～　重たいビール、嬉しいです！
不破…ビンゴゲームで早目の的を仕留め、ありがとうございま

す。気持ちの良い会合でありました。
高桑秀治…ビンゴ、遅々に当たりました。
朝倉…ビンゴ大会で不室屋さんの宝づくしをいただきました。

ありがとうございます。
山本…ビンゴ！いただきました。ありがとうございます。
村田…ビンゴゲーム、珍しく早く当たりました。
二木…ビンゴにようやく当たりました。醤油いただきました。
山﨑修二…綺麗なお花をありがとうございました。
小池田康成…ビンゴゲームでビールをいただきました。ありが

とうございました。
諸江…ビンゴゲームでお花をいただきました。ありがとうござ

いました。ニコニコと！
伊東…リーチ7つ位で当たりそうでしたが、滑り込みで当選で

す。辛うじて運が残っていたようです。
酒井…番外で残り物をいただきました。次回は選べるようにな

りたいです。
向井…ビンゴ当たった！ニコニコ！嬉しい！
木屋…キリンビール、美味しくいただきます！
北川…55周年慰労例会において、ビンゴゲームが当たりありが

とうございます。金沢東RCが今後も益々繁栄し、来る
60周年も輝かしく迎えられることを祈っています。

冨久尾…ビンゴで大好きな「隅田の花火」をいただきました。


