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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

❖  5 月15 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
 5 月15日  いしかわ・金沢　風と緑の楽都音楽祭
  チーフプロデューサー　山

やまだまさゆき

田正幸氏
  「音楽祭の裏側」

■例会卓話予定
 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）
小山…本日は卓話の機会をいただき、ありがとうございま

す。思いを伝えることが出来れば幸いです。
田中…本日、当クラブ会員の小山さんを卓話の講師にお迎

　さる4月10日(月)、ちょうど桜満開の中、ANAホリデ
イ・イン金沢スカイにおきまして、本年度最後の特別例
会「春の特別例会」が開催されました。美味しい中華料
理と紹興酒に舌鼓を打ちながら、金沢東ロータリークラ
ブらしく、和気藹々と会員とパートナーの皆様が親睦を
深めていらっしゃいました。
　さて、毎年恒例のアトラクションですが、今年も昨
年に倣い、「五感を研ぎ澄ませ！リベンジ！格付け選手
権！」と銘打ち、親睦委員会メンバーが手作りで用意さ
せていただきました。木彫彩色の柿の置物や初代魚住
為楽の一尺五寸の銅鑼など、工芸王国・金沢らしい出題
を心がけましたが、さすが名門クラブの皆様、次々に正
解して大接戦となりました。最後の「箱の中身は何じゃ
ろな？」ゲームは、出題が簡単すぎたようで、あっさり全
員正解！もう少し難しい（気持ち悪い？）ものにすれば
よかった…と反省しきりでございました。ゲーム終了後、
皆様の御席に御挨拶に参りましたが、銅鑼が一番好評
のようでした。澄んでいながら深みのある銘鉦の音色を
心静かに聞いてくださり、感謝申し上げます。大きな銅
鑼を頑張って搬入した甲斐があったと嬉しく思いました。
　田中会長の「明るく  楽しく  心ひとつに」のスローガ
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春の特別例会開催

ンのもと、これで4つの特別例会すべてを開催させてい
ただいたことになります。細かなことは気にせず、温か
い眼で見守って下さった会員とご家族の皆様に厚く御礼
申し上げます。また、若輩の私には荷が重いと思うこと
もございましたが、何とかやり遂げることが出来ました
のは、白川副委員長をはじめとする極めて優秀な親睦委
員会メンバーがいたからでございます。この場をお借り
して厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございま
した。
　残りの月例親睦委員会も気を抜かず、最後まで頑張り
ます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

 (記　親睦委員長：谷村庄太郎)



人類に奉仕する
ロータリー

〈 例会メニュー 〉
5月15日 〈中華〉早苗月、旬の食材をふんだんに使った中華
5月22日 〈洋食〉海鮮と地元野菜のラタトゥイユ シープラ チーズ焼
5月29日 〈中華〉初夏に合わせたさっぱり中華

◆5月親睦委員会
日　時：5月15日（月）　18:30〜
場　所： 鏑木はなれ（武家屋敷）
会　費：8,000円

◆ローターアクト年次大会
日　時：5月20日（土）　13:30〜
場　所： 北國新聞交流ホール
会　費：5,000円（クラブ負担）
出席予定者：向井、木村

◆次年度プログラム委員会
日　時：5月22日（月）　18:30〜
場　所： ANAホリデイ･イン金沢スカイ17F「鳳凰」
会　費：8,000円

◆石川第1分区A  次年度会長・幹事懇談会
日　時：5月23日（火）　18:30〜
場　所： ANAホリデイ･イン金沢スカイ17F「鳳凰」
会　費：10,000円（クラブ負担）
出席予定者：厚見、山本

◆次年度クラブ奉仕委員会
日　時：5月25日（木）　18:30〜
場　所： 夢鉄砲
会　費：8,000円

◆グリーン会第4回ゴルフコンペ
日　時：6月10日（土）　9:48スタート
場　所： 片山津GC「加賀コース」

◆グリーン会第4回ゴルフコンペ　表彰式＆納会
日　時：6月10日（土）　18:30〜
場　所： 海遊亭
会　費：5,000円

◆クラブ国際青少年交換委員長会議
日　時：6月11日（日）　14:00〜15:30
場　所： 石川県地場産業振興センター本館「第2研修室」
会　費：2,000円（クラブ負担）
出席予定者：南

◆交換学生送別会＆誕生会
日　時：6月18日（日）　18:00〜
場　所： 六角堂 Grill&Bar
会　費：5,000円

◆次年度第２回クラブ協議会
日　時：6月19日（月）　17:00〜18:00
場　所： 松魚亭

◆新旧クラブ協議会
日　時：6月19日（月）　18:00〜
場　所： 松魚亭
会　費：8,000円

◆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

えして、例会を盛り上げていただけること、大変楽し
みにしておりました。ニコニコと！

諸江…本日、5月8日は私の満89歳の誕生日です。我ながら、
よくぞ永く生きてきたものと自分を褒めてやりたい
と思います。現在の東RCに入会した時には、現在の
会員の方々で未だこの世に生まれていない人が半分
もおられるかと思うと感無量です。その方々もどう
ぞ私の年まで長生きしてください。

南　…誕生日のお祝、ありがとうございます。46歳になり
ますが、実り多い年となるよう努力してまいりますの
で、皆様、ご指導よろしくお願いします。

山崎勝治…誕生日のお祝、ありがとうございます。今年1年
も頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願い
します。

諸江…5月3日の結婚記念日に綺麗なお花をありがとうご
ざいました。結婚記念日が5月3日ということは夫婦
共々に覚えているのですが、あまり長く生きてきた
ため、何回目がということを忘れました。確か62回
か63回目だったとしか覚えていません。家内と共に
大笑いしました。

松木…メーキャップが続き、遅くなりましたが、結婚記念日、
誕生日のお祝、そして22ヵ年皆出席顕彰をありがと
うございました。この秋に金沢で開催されます会計
士協会全国大会の実行委員長を任されており、ます
ます忙しくなりそうです。これからもよろしくお願い
します。

岩木…結婚記念日のお祝いをいただきまして、ありがとう
ございました。今後共よろしくお願いいたします。

谷村…本日、結婚記念日です。お花をいただいていると思
いますので、先に御礼申し上げます。18回目の記念日
もニコニコと妻を抱きしめてから出勤しました。

根布…この度は母の葬儀に際し、貴重なゴールデンウィー

５月は青少年奉仕月間です

6/19㈪例会は休会です

クの真只中にもかかわりませず、多くの方々にご会
葬賜り、心から感謝申し上げます。

　合計　1,419,675円　

❖  5 月 8 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 4 月17日   61 ／ 101　ホームクラブ　60.40%
 4 月10日   82 ／ 101　補正出席率　　81.19%
　　　　　　　　　　　　　     （出席免除会員2名）

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

   
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.

『第31回 愛の献血運動』実施のご案内
日　時：5月22日（月）9:30〜16:00
場　所：近江町十間町広場
※献血にご協力いただいた方には粗品（鉢植花）を贈呈
いたしますので、会員およびご家族、会員事業所の従
業員様のご協力をお願いいたします。

※今回は400ml献血のみの受付となります。


