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金沢東ロータリークラブ会報

事務局：金沢市彦三町2丁目1番地45号  むさしビル4F
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例会日：毎月曜日  12:30 ～ 13:30
例会場：ANAホリデイ・イン金沢スカイ

会長：田　中　和　彦
幹事：木　村　道　明
会報：根　布　　　寛

「明るく  楽しく  心をひとつに」

2016 -2017年度  金沢東RCテーマ
会　長　田中 和彦
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2017〜2018年度
金沢東ロータリークラブ理事･役員決定！

会長・理事 厚　見　正　充

副会長（会長エレクト）･理事 中　田　吉　則

副会長（クラブ奉仕･会長ノミニー）･理事 徳　野　与志一

理　　事（職業奉仕） 小池田　康　秀

理　　事（社会奉仕） 金 谷 道 憲

理　　事（国際奉仕） 井　上　英一郎

理　　事（60周年） 米　沢　　　寛

理　　事 小池田　　　均

理　　事 向　井　健　夫

理　　事 高　屋　喜久子

理　　事 山 縣 秀 行

幹事・理事 山 本 晴 一

副幹事 石 野 一 樹

ＳＡＡ・理事 大 島 淳 光

副ＳＡＡ 藤 弥 昌 宏

会計・理事 岩　木　弘　勝

監　　査 高 桑 秀 治

直前会長・理事 田 中 和 彦

直前幹事 木 村 道 明

　12月5日（月）例会において、年次総会が開催され、
2017〜2018年度理事･役員が満場一致で承認されました。

2017〜2018年度  金沢東RC理事・役員

12月理事役員会報告（12月5日）
1．退会者の件…承認。

・天野重人会員…転勤のため、11/4付で退会

2．新会員候補者の件…承認。全会員に通知する。
・奥ノ坊　誠氏…岡三証券㈱金沢支店長

（S37.8.15生  54歳）
 （職業分類：証券売買　推薦人：米沢　寛、中島秀雄）

・岩本　秀成氏…ダイワ通信㈱代表取締役社長
（S41.2.3生  50歳）

 （職業分類：移動体通信事業　推薦人：大島淳光、藤弥昌宏）

・鷺　　佳憲氏…㈱鷺富運送代表取締役
（S42.9.7生  49歳）

 （職業分類：貨物輸送　推薦人：宮本亮一、藤弥昌宏）

3．IMの件…承認。
・2017年3月26日（日）14時〜　於：ホテル日航金沢
・会員数の20％の登録目標
・各RC 3名の実行委員を選出…
　　厚見・中田・徳野会員に依頼

書き損じハガキを回収しています。

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

世界社会奉仕委員会では、金沢市在住留学生にこの年の瀬に
ささやかでも支援の手を差し伸べたいと計画し、会員宅に届
けられるお歳暮商品や家庭に眠っている生活用品の一部（生
物はご遠慮下さい）をご提供下さいます様お願いいたします。

　持込日時：12月19日（月）　11:30〜12:30
　持込場所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ「例会場」受付まで

留学生支援のお願い

12月は疾病予防と治療月間です



人類に奉仕する
ロータリー

リーでもよろしくお願いいたします。会員増強委員長として、
これから本格的にギアを上げていきます。会員増強、頑張る
ぞ！！

浅田久太…浅野達也さんのご入会、心より歓迎申し上げます。
石野…浅野達也さんのご入会を心より歓迎いたします。ロータリー

でもよろしくお願いします。
松本浩平…浅野達也さんのご入会、心から歓迎申し上げます。
山本…新会員として浅野さんをお迎えして嬉しく思います。同じクラ

ブ員として、ニコニコと！
浅田裕久…フランスの料理的評価本「ゴ・エ・ミヨ」で思わぬ高評価を

いただきました。これも皆様方の平素からのご支援のお蔭と
感謝いたしております。

鏑木…先月の10月24日に伝統的工芸品産業功労者の中の経済産業
大臣表彰をいただきました。全国で22名、石川から3名も選
ばれました。年齢も50代ということで無理だと思っていまし
たが、感激です。その後の集まりで年齢をあまりにも聞かれ
るので、「切り上げて1プラスして、もう一度切り上げると70
です」と言ったら、気まずい雰囲気に…これからも頑張ります。

谷村…ツエーゲン、J2残留おめでとうございます。また、来週12日
（月）年忘れ家族例会に115名ものご参加をいただきます。
よろしくお願いいたします。

松本浩平…ツエーゲン金沢、J2残留おめでとうございます！
浅田裕久…ツエーゲン金沢、残留バンザイ！！
川杉…ツエーゲン、J2残留決定！最後の2戦は来季が楽しみになる完

勝でした。当社内のツエーゲンファンは朝からニコニコでし
た。

厚見…来年もツエーゲン金沢のJ2での活躍を楽しみにしています。
別川…ツエーゲン金沢、勝利、おめでとうございます。来シーズンこ

そ。スタートダッシュを！
徳野…お誕生日お祝いを頂戴いたしました。多忙な日々が続いて忘

れておりました。ホッとしながら、心を込めてありがとうござ
います。

増田…お誕生日祝、ありがとうございます。12月30日生まれで、子
供のころは冬休み、大人になってからは年末年始休暇でさみ
しく思っておりました。

　合計　738,145円　

❖ 12 月 5 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
11月21日 54 ／ 101　ホームクラブ　53.47%
11月14日 86 ／ 101　補正出席率　　85.15%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

◆年忘れ家族例会
日　時：12月12日（月）　18:30〜
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18F
会　費：会　員･････････････10,000円
　　　　ご家族（中学生以上）･･･8,000円
　　　　　〃　 （小学生以下）･･･5,000円
※12/12昼の通常例会はありません。

◆金沢市在住留学生への生活用品贈呈式
日　時：12月19日（月）　14:00〜
場　所：石川県留学生交流会館　1F「研修室」
出席予定者：田中、木村、小池田康秀、紙谷

◆金沢8RC新年合同例会
日　時：1月11日（水）　18:30〜
場　所：ホテル日航金沢　4F「鶴の間」
会　費：5,700円（全員登録）
※1/16㈪の例会は新年合同例会に振替のため休会です。

◆1月親睦委員会
日　時：1月24日（火）　18:30〜
場　所：割烹　たな華
会　費：12,000円

〈 例会メニュー 〉
12/12 〈中華〉年忘れ家族例会
12/19 〈洋食〉冬の洋風鍋料理、魚介のマルセイユ風

　金沢東RCの年内の例会は12/19例会で終了し、
新年は1/11 金沢８RC新年合同例会（18:30〜ホテ
ル日航金沢）、通常例会は1/23例会からとなります。
※12/26、1/16は休会です。

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.

❖  12 月 12 日（月）例会 ❖

“年忘れ家族例会”

■ソング
“我等の生業”
“R-O-T-A-R-Y”

■本日の卓話
12月12日  年忘れ家族例会

■例会卓話予定
12月19日  金沢ホームケアクリニック院長　黒

く ろ せ

瀬亮
りょうた

太氏
  「在宅医療について」
12月26日  休会
 1 月11日  金沢8RC新年合同例会
  （18：30〜　ホテル日航金沢）
 1 月23日  ㈱キュービクス代表取締役社長　丹

た ん の

野　博
ひろし

氏
  「血液を使った消化器がんスクリーニング」
 1 月30日  内田清隆法律事務所弁護士
  渡

わたなべ

辺数
か ず ま

磨氏（金沢東RC）
  「未定」

■ニコニコBox（敬称略）
中村…本日は卓話の機会をいただき、ありがとうございます。ドキド

キですが、一生懸命務めさせていただきます。よろしくお願い
します。また、ツエーゲン金沢、J2残留おめでとうございます。

浅野…本日から、金沢東ロータリークラブに入会させていただくこ
とになりました。よろしくお願いいたします。

田中…新会員に浅野達也さんをお迎えすることが出来ました。ロー
タリーライフを楽しんでください。益々、楽しいクラブになり
ますね！ツエーゲン金沢、バンザイ！！

木村…浅野さんのご入会を心よりお慶び申し上げます。また、ツエー
ゲン金沢がJ2残留することが出来ました。皆様方の熱いご
声援とご支援のお蔭です。今後ともよろしくお願いいたします。

鈴木宗幸…新会員の浅野達也さんをお迎えしました。素敵なロータ
リーライフをお過ごしください。

米沢…本日入会しました浅野さんの推薦人をさせていただきました。
皆様方のご指導、ご鞭撻をよろしくお願いします。また、昨日
のJ2・J3の入れ替え戦で勝利し、来年もJ2のステージで戦え
るようになりました。引き続きの応援をよろしくお願いします。

別川…浅野達也さん、入会おめでとうございます。楽しくロータリー
活動を満喫してください。

藤弥…浅野達也さんのご入会を心から歓迎します。これからロータ


