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　8月26日は、夏の納涼例会で、初めて会場である
DESTINO（ディスティーノ）での開催でした。
　例会冒頭の徳野会長挨拶で「酒が上手いのは健康な
証」というお話は、飲酒習慣に後ろめたさを感じている
我々にとって大変勇気づけられると同時に、色々あっても
人生を楽しめることが一番というメッセージがこめられ
ていたような気がしました。その後、先日来日した長期交
換学生のハナ・クリステンセンさんから自己紹介があり、
彼女のたどたどしい日本語の「ありがとう」には、穏やか
で誠実な人柄がにじみ出ていました。
　非常に暖かい雰囲気の中、懇親会の部に移り、納涼例
会に相応しい素敵な和装の木藤親睦委員長からのご挨
拶、乾杯へ…と思いきや、会場が暗転してパフォーマーが
入場、見事なグラフィックポイ（というらしい）が披露さ
れました。電飾で彩られたポイの回転の中から当クラブ
へのメッセージが浮かび上がると歓声が上がり、続く山
本副会長の乾杯のご発声においても、どうして字が出る
のでしょう…というもっともなお言葉が出るなど、ポイ
の余韻が残る中、歓談タイムへ進みました。途中、ガーデ
ンスペースでのグリルコーナー、為廣ニコニコ委員長直々
のチーズコーナーなど、会場の間取りが変化して、さりげ
なく、けれども飽きさせない趣向がこらされ、和やかな
雰囲気でした。宴もたけなわの中、先ほどのパフォーマー
田中友二（たなかともつぐ）さんの再登場、蝶々や星が飛
び出す本格的なグラフィックポイの他、炎を飲み込んだ
り、水晶玉をふわふわとあやつるなど大道芸的な演技に

大盛り上がりでした。あまりの早技凄技のため写真が取
れなかったことが悔やまれるのですが、実際ライブでな
いと味わえないものでした。また、アンコールでのファイ
アーダンスは大変見ごたえがありました。料理もおいし
く、満腹感、満足感一杯の中、「手に手つないで」を全員で
歌いました。
　最後に、小池田会長エレクトから、素敵な会を催してい
ただいた親睦委員会への感謝、徳野会長をはじめとする
会員皆が元気に集まれたことへの感謝のご挨拶をいた
だき、幸せな気分の中での一本締めに明日への活力をい
ただきました。
　親睦委員会をはじめとする参加者の皆様、どうもあり
がとうございました。
（記　国際青少年計画・世界社会奉仕委員長　渡辺数磨）
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夏の納涼例会開催（8月26日）
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今月のことば

Disneyland will never be completed.  
It will continue to grow as long as 

there is imagination left in the world.

（ディズニーランドは永遠に完成しない。
 世の中に想像力がある限り進化し続ける。）
 ウォルト・ディズニー

 （選　親睦：渕上司朗会員）



◆ロータリー情報委員会（新会員研修会）
日　時：11月18日（月）　11：30～
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F
出席予定者：光林、徳野、別川、岩木、向井

◆11月理事役員会（兼　次年度理事指名委員会）
日　時：11月18日（月）　13：40～
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F

◆11月親睦委員会
日　時：11月26日（火）　18：30～
場　所：天狗中田本店
会　費：10,000円

◆年忘れ家族例会
日　時：12月9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
※12/9（月）昼の通常例会はございません。

◆ロータリー・リーダーシップ研究会Ⅲ
日　時：12月21日（土）　9：30～ 17：00
場　所：金沢勤労者プラザ
会　費：5,000円（クラブ負担）
出席予定者：大島淳光

◆金沢8RC新年合同例会
日　時：1月9日（木）　18：30～ 20：00
場　所：ANAクラウンプラザホテル金沢3F「鳳の間」
会　費：5,700円（全員登録）
※1/6（月）例会は振替となり、休会です。

〈 例会メニュー 〉
11/18	〈和食〉晩秋弁当
11/25	〈中華〉季節の食材と白い麻婆豆腐

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

11月はロータリー財団月間です

   
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.

■ ニコニコ Box（敬称略）
徳野…ラグビー日本代表にたくさんの感動をいただきました。あり

がとうを込めて、ニコニコと！
向井…金沢ロータリークラブ米山奨学生のモザム・メウィッシュさん

を歓迎いたします。米山カウンセラーの松本さん、先日は当
クラブの米山奨学生　李がお世話になりました。本日はよう
こそ。

若林…31ヵ年皆出席顕彰をいただきました。更に健康に留意し、40
年を目指します。ご交情の程、よろしくお願いいたします。

横山…皆様のお力添えをいただき、2年間の活動が出来ました。あ
りがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。

北川…75回目の誕生日を迎え、終活を考える年になりました。
松本浩平…誕生日のお祝いを頂戴しました。ありがとうございます。
中村…結婚記念日のお祝いをありがとうございました。来年もいた

だけるよう、精進しようと思います。
木屋…結婚記念日のお祝いをいただき、ありがとうございました。

　合計　542,200円　

❖  10 月 21 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
		9月30日	 65 ／ 104　ホームクラブ　62.50％
		9月		9日	 86 ／ 104　補正出席率　　82.69％
　　　　　　　　　　　　　			（出席免除会員6名）

❖  11 月 3 日（日）例会報告 ❖
“国際ロータリー第2610地区大会”

■出席率報告
10月		7日	 53 ／ 104　ホームクラブ　50.96％
		9月30日	 84 ／ 104　補正出席率　　80.77％
　　　　　　　　　　　　　			（出席免除会員6名）

❖  11 月 18 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
11月18日	 	 東京海上日動火災保険㈱金沢支店長
	 	 椿

つばき

原
はら

丈
じょう

士
じ

氏（金沢東ＲＣ）
	 	 「最近の損害保険事情～今後の業界展望など～」

■例会卓話予定
11月25日		 中林住宅開発㈱代表取締役社長
	 	 鍋

なべ

谷
たに

一
かず

貴
たか

氏（金沢東ＲＣ）
	 	 「住まいづくりとマラソン」
12月		2日		 ㈱金沢名鉄丸越百貨店	取締役社長
	 	 石

いし

川
かわ

仁
ひと

志
し

氏（金沢東ＲＣ）
	 	 「百貨店の事業環境」
12月		9日		 年忘れ家族例会
12月16日		 交換学生 Jovian	AORANGI-TAYLOR君
	 	 「母国の紹介他」
12月23日		 休会
12月30日		 休会
		1月		9日		 金沢8ＲＣ新年合同例会
	 	 （18：30～ ANAクラウンプラザホテル金沢）

■ おめでとう（敬称略）
◎11月お誕生日祝
渕上　司朗	 11.	 5	 木村　道明	 11.	 8	 二木　克明	 11.23
橋本　好哲	 11.27	 村端　一男	 11.28

◎11月ご結婚記念日祝
山岸　敬秀	 11.	 2	 小池田康成	 11.	 3	 中井　弘之	 11.	 3
向井　健夫	 11.	 6	 別川　　稔	 11.11	 黒木　康生	 11.11
越原　悠三	 11.17	 竹松　俊一	 11.20	 塩村　秀樹	 11.22
三井　正哉	 11.23	 山﨑　修二	 11.27


