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❖ 4 月 9 日（月）例会❖

■ソング
“我等の生業”
“R-O-T-A-R-Y”

■本日の卓話
   4 月 9 日 春の特別例会（金沢スカイホテル）
■例会卓話予定
  4 月16日 オーケストラ・アンサンブル金沢
 エグゼクティヴ・アドヴァイザー  山

や ま だ

田正
まさゆき

幸氏
 「音楽と社会貢献」
  4 月23日 ㈱NTTデータ北陸　社長　臼

う す い

井紳
しんいち

一氏
 「未定」   　  　　　　　　　（金沢東RC)

■ニコニコBox（敬称略）
鈴木宗幸…新会員の向井さんと平野さんをお迎えしました。大歓迎します。ロータ

リーライフをお楽しみください。
松本浩平…向井様、平野様のご入会を心から歓迎申し上げます。
岩木…向井健夫さんの当クラブ入会を祝してニコニコと。みなさんのご指導とご

支援をよろしくお願い申し上げます。
我妻…平野利康さん、入会おめでとうございます。これからも共にがんばりましょ

う。また、本日は誕生日のお祝をありがとうございます。
不室…新入会員の向井君、平野君を迎えて心から歓迎いたします。また、今月71回

目のの誕生日を迎えます。特に最近は物忘れが激しく、ご無礼なこともあ
るかと思いますが、温かく見守ってください。

山本…同級生の向井さんが入会しました。ニコニコと…
朝倉…平野利康さん、入会おめでとうございます。若い力でこの名門、金沢東ロー

タリークラブを盛り上げていってください。

平野…本日から入会させていただくことになりました平野と申します。入会させて
いただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

向井…本日より、金沢東ロータリークラブにお世話になることになりました。どう
ぞよろしくお願いします。また、私の息子が本日より社会人となります。無
事、学校を卒業し、一人前になることを願ってニコニコＢＯＸに入れさせて
頂きます。

井上…末娘がお蔭様で中学校を卒業し、今春から高校生になります。元気で学業に
部活に頑張って欲しく、父親として見守っていきたいと思います。

浅田…誕生日祝をありがとうございました。立たないけれど辰年の年男。お蔭様
で元気に加齢しています。

和田…誕生祝をいただきました。ロータリークラブでは大先輩が多くおられるの
ですが、なぜか老齢者に算入される年になってしまいました。

高桑秀治…お蔭様で健康に恵まれ、誕生日を迎えることが出来ました。
荒木…誕生日のお品をいただき、ありがとう存じます。ニコニコと…
日根野…お誕生日のお祝をありがとうございました。
古谷…遅くなりましたが、誕生日のお祝をありがとうございました。
太田有彦…お誕生日のお祝をありがとうございます。昨日の誕生日はセントラル

サーキットでレースをしておりました。お蔭様でベストタイム更新、スピン
も2回でしたが、気持ちのいい誕生日でした。

不破…45回目の結婚記念日を健康で迎えることが出来ました。
累計　1,168,900円

❖ 4 月 2 日（月）例会報告❖

■出席率報告
 3 月12日 55 ／ 89　ホームクラブ　61.80％
 3 月  5日 80 ／ 89　補正出席率　　89.89％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）
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◆春の特別例会
日　時：4月9日（月）　18:30〜　
場　所：金沢スカイホテル　18F
会　費：会員…10,000円　配偶者…8,000円
※4/9（月）昼の通常例会はありません。

◆石川第1分区A会長幹事ガバナー補佐懇談会
日　時：4月14日（土）　18:30〜　
場　所：金城楼
会　費：15,000円
出席予定者：鈴木宗幸

◆ローターアクト会長・幹事会議
日　時：4月15日（日）　9:30〜14:30　
場　所：石川県地場産業振興センター　新館4F「第11研修室」
出席予定者：鈴木宗幸、木藤

◆次年度第１回クラブ協議会
日　時：4月23日（月）　13:40〜14:40
場　所：金沢スカイホテル　18F

◆55周年第1回実行委員会
日　時：4月23日（月）　18:00〜　
場　所：石亭

◆次年度打合せ会
日　時：4月23日（月）　19:00〜　
場　所：石亭

◆4月親睦委員会
日　時：4月26日（木）　18:30〜　
場　所：オステリア・デル・カンパーニュ
会　費：5,000円

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

４月はロータリー雑誌月間です

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.
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2012 〜 2013 年度 金沢東ロータリークラブ理事・役員・委員会構成

委員会 委員長 担当委員長 副委員長 委　　　　　員

クラブ奉仕 別川　　稔（理）

職業分類
会員選考 北川　義信 紙谷　　穣 小池田康成、松本　巌夫、松尾　久義、中西　弘信

会員増強 木村　道明 高岩　勝人 宮本　秀夫、我妻　博志、山岸　敬秀

ロータリー情報 浅田　裕久（理） 不室　　昭 安達　　洋、諸江　賢二

親　　睦 徳野与志一 小池田　均

橋本　好哲、平野　利康、勝浦　　務、前川　一雄、
湊　　康久、本谷　裕二、向井　健夫、長沼　賢治、
成島　和仁、竹内　　靖、田中　照人、臼井　紳一、
山崎　勝治

出　　席
ニコニコ 高屋喜久子 水上　誠子 荒木　吉雄、村田　　淳

プログラム 竹松　俊一（理） 井上英一郎 日根野幸子、根布　　寛、山本　晴一

会　　報
広　　報
雑　　誌

石野　一樹 木藤衣妃子 二木　克明、古谷　俊明、金子　福夫、坂本　憲一

職業奉仕
（ロータリー･ボランティア）

鈴木龍太郎（理） 高橋　　優 重松　　豊、中島　秀雄、岡田　直樹、山﨑　修二

社会奉仕
新世代

田中　和彦（理）

環境保全
人間尊重 西川　英治 久内　　宏 原　　喜啓、酒井　道行

地域発展
奨学財団 立木　法之 国分　孝一 不破　幸夫、久田　欣一、大島　国雄、宮野　　敬

協同奉仕
（ローターアクト）

朝倉　宏太 宮本　亮一 金谷　道憲、南　　昭武

協同奉仕
（インターアクト）

伊東茂外樹(理) 能登健太朗 松木　浩一、並木　幹夫、若松　道行

国際奉仕
（ロータリー友情交換）

厚見　正充（理）

国際青少年計画
世界社会奉仕 中田　吉則 北　総一朗 越原　悠三、太田　光尋、和田　清聡

ロータリー財団
米山記念奨学会 高桑　幸一（理） 笠間　史盛 長田　　稔、中川　　衛

55周年特別委員会 高桑　秀治（理）

会　長	 米沢　　寛（理）	 理　事（職業奉仕）	 鈴木龍太郎　　　
副会長（会長エレクト）	 半田　隆彦（理）	 理　事（社会奉仕）	 田中　和彦
副会長（クラブ奉仕・会長ノミニー）	 別川　　稔（理）	 理　事（国際奉仕）	 厚見　正充
幹　事	 小池田康秀（理）	 理　事（55周年）	 高桑　秀治
副幹事	 鏑木　基由	 理　事	 浅田　裕久
S A A 	 冨久尾佳枝（理）	 理　事	 伊東茂外樹
副SAA	 太田　有彦	 理　事	 高桑　幸一
会　計	 岩木　弘勝（理）	 理　事	 竹松　俊一
監　査	 若林　智雄	 理　事		
直前会長	 鈴木　宗幸	 直前幹事	 松本　浩平

	 ＜地区委員＞	 パスト・ガバナー　松尾　久義	 職業奉仕委員長	 不室　　昭
	 	 ガバナー補佐　　　山岸　敬秀	 国際青少年交換委員	 中田　吉則
	 	 	 国際青少年交換委員	 竹松　俊一

（2012,7,1 より実施）


