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「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

❖  4 月 17 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17日  金沢東ローターアクトクラブ会長　杉

す ぎ の け ん じ

野健二君
  「アイ アム ア ローターアクター」

■例会卓話予定
 4 月24日  ㈱NTTデータ北陸代表取締役社長
  増

ますだなりとし

田成利氏（金沢東RC）
  「脳が見る・脳が聞く」
 5 月  1日  休会
 5 月  8日  ㈱アスナルコーポレーション代表取締役社長
  小

お や ま え い じ

山英治氏（金沢東RC）
  「ハザードマップを読む」
 5 月15日  未定
 5 月22日  ㈱日本政策投資銀行北陸支店長
  鈴

すずきひろたけ

木博竹氏（金沢東RC）
 5 月29日  北星産業㈱代表取締役専務
  蟹

か に せ

瀬　 克
まさる

氏（金沢東RC）
 6 月  5日  ㈱箔一代表取締役社長
  浅

あ さ の た つ や

野達也氏（金沢東RC）
 6 月12日  交換学生　Victoria AUWAERTERさん
  「母国の紹介」
 6 月19日  休会
 6 月26日  会長・幹事退任挨拶
 7 月  3日  会長・幹事新任挨拶
 7 月10日  臨時総会（決算・予算）
  ５大奉仕委員長挨拶

■ ニコニコ Box（敬称略）
谷村…本日、春の特別例会にご参加くださり、ありがとうご

ざいます。桜満開の中、親睦委員会のアトラクション
をお楽しみいただけましたでしょうか？最後の特別
例会を終えてニコニコと…

奥ノ坊…本日、イベント司会を務めさせていただきます。ド
キドキしておりますが、頑張ってやりますので、よろ
しくお願いいたします。

粟森…4月4日に初孫が生まれました。元気な女の子で
す。今週末にやっと横浜に会いに行けます。送っても
らった動画を見ているだけで、もうメロメロです。今
日は20時に失礼いたします。

根布…待ちに待った50ｍ室内プール「金沢プール」が昨日
オープンしました。国際基準のプールで、このプール
から是非オリンピック選手を輩出したいと思ってい
ます。

中田…4月8日のグリーン会で優勝してしまいました。メン
バーとハンディに恵まれたお蔭です。賞品のお肉は
自分でまた持って帰りました！

田中…過日行われましたグリーン会において、準優勝する
ことが出来ました。最後まで名前を呼ばれず、冷や冷
やしました。同伴者の皆様、ありがとうございました。

高桑秀治…誕生日のお祝をありがとうございます。
北川…結婚記念日に綺麗なお花をいただき、ありがとうご

ざいました。数えれば何回目になるか思い出せませ
んが、何とかやっています。

南　…結婚記念日に素敵なお花をいただき、ありがとうご
ざいます。11年になりますが、これからもニコニコで
きるように努力します。

髙桑幸一…お蔭様で1等賞をいただきました!!　ありがと
う!!

厚見…岩木さんのお力で1位になることが出来ました。岩木
さんに感謝して、ニコニコと!果物をありがとうござ
います。

岩木…チームワークで1位をいただきました。楽しい時間を
ありがとうございました。

田中…特別例会で行われました格付け選手権で、テーブル
の皆様のお蔭で第1位をいただきました。銅鑼の音
色が決定打になった気がします。岩木さん、ありがと
う!!



人類に奉仕する
ロータリー

〈 例会メニュー 〉
4月17日 〈洋食〉桜鯛のムニエル 春野菜の彩り ブールブランソースで

4月24日 〈中華〉春野菜と桜海老の炒め 鯛の唐揚げ甘酢あんかけのWメインで

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

◆次年度第１回クラブ協議会
日　時：4月17日（月）　13:40〜14:40
場　所： ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F

◆60周年第１回実行委員会
日　時：4月24日（月）　13:40〜
場　所： ANAホリデイ・イン金沢スカイ10F「加賀の間」

◆4月親睦委員会
日　時：4月26日（水）　18:30〜
場　所： タベルナ・ガッパ
会　費：5,000円

◆河北南RC 20周年記念例会
日　時：4月30日（日）
　　　　15:30〜16:30　例会
　　　　17:30〜19:30　祝宴
場　所： 津幡町文化会館シグナス 及び 勝崎館
出席予定者：木村

◆河北RC 45周年記念例会
日　時：7月22日（土）　15:30〜20:00
場　所： アマンダンヴィラ金沢
出席予定者：厚見、髙桑幸一

大島淳光…春の特別例会、大変楽しい時間を過ごすことが
出来ました。テーブルチームワークで2位の賞品をい
ただくことが出来ました。ありがとうございました!!

山本…いや〜、2位になりましたが（笑）、原因は私がビー
ルティスティングで0点だったからです（苦）。来年こ
そ、リベンジや〜!　楽しかったです。ありがとうござ
います。

向井…春の特別例会のイベント「リベンジマッチ」で第2位
になりました。私はリベンジされず、見事正解したの
ですが、1名同級生が外してしまい、2位となって悔や
まれます。是非、来年の春には彼にリベンジさせて
あげてください。

竹松…アトラクションのゲームで第2位の賞品をいただきま
した。同じテーブルのパートナーに恵まれました。あ
りがとうございます。

北川…春の特別例会で3位に入賞し、ビールをいただきまし
た。ありがとうございます。

北川佐和子…春の特別例会においてじゃんけんで勝たせて
いただき、3位になりました。ありがとうございます。

若林…5番テーブルでキリンビールをいただきました。3位!!
ビールの銘柄宛ではバドワイザーは直ぐ分かりまし
た。あとはダメでした。ありがとうございました。

若林恵子…本日はとても楽しゅうございました。ゲームも面
白かったです。お蔭様で5テーブルが3位となり、賞
品をゲットいたしました。誠にありがとうございます。
今日の運勢がピタリと当たりました。

４月は母子の健康月間です

5/1㈪例会は休会です

   
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.

大島国雄…特別例会にて3位になり、ビールをいただきまし
た。

徳野…本当に楽しい時間をありがとうございます。家内
共々、大笑いでした。親睦委員会のメンバーと東ロー
タリークラブに感謝を込めて、ニコニコと。

紙谷…親睦委員会の皆様、大変ご苦労様でした。夫婦で楽
しい一時を過ごすことが出来ました。

南　…親睦委員会の皆様、楽しい出し物をありがとうござ
いました。

南葉子…来年の利き酒は日本酒でお願いします。
柳内他7名…春の特別例会にて、4番テーブルが最後のジャ

ンケンで5位入賞となりました。楽しい例会をありが
とうございました。

高岩…楽しい時間でした。
小池田均…楽しいゲームで、大好きな景品をいただきまし

た。ありがとうございます。ニコニコと。

　合計　1,329,415円　

❖  4 月 10 日（月）例会報告 ❖

“春の特別例会”

■出席率報告
 3 月27日   72 ／ 101　ホームクラブ　71.29%
 3 月13日   82 ／ 101　補正出席率　　81.19%
　　　　　　　　　　　　　  （出席免除会員2名）


