
向井…名前を呼ばれなかったのですが、勝手に持って来て

しまいました。チャンチャン！！

累計　858,820円

❖ 12 月 10 日（月）例会報告❖

“年忘れ家族例会”

■出席率報告
11月26日	 58 ／ 94　ホームクラブ　61.70％

11月19日	 79 ／ 94　補正出席率　　84.04％

　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

❖ 12 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
12月17日	 芳珠記念病院　副院長　多

た が

賀千
かずゆき

之氏

	 「ボケてからも可愛がられる法」

■例会卓話予定
12月31日	 休会

	1	月		9日	 金沢8RC新年合同例会

	 （18:30〜	ホテル日航金沢　1/7は休会）

	1	月21日	 石川県予防医学協会　

	 がん検診センター所長　魚
うおたに

谷知
ち か

佳氏

	 「がん検診の現状と課題」

■ おめでとう（敬称略）
◎11月年間皆出席祝

45ヵ年　諸江　賢二	 	26 ヵ年　大島　国雄

		2 ヵ年　湊　　康久	 			1 ヵ年　小池田　均

■ニコニコBox（敬称略）
米沢…親睦委員会の皆様、今晩も楽しい企画、運営をあり

がとうございます。

徳野…本日は年忘れ家族例会に会員様、ご家族様、本当に

多くの皆様に出席いただき、誠にありがとうござい

ます。親睦委員長としてはとってもシアワセで〜す。

石野…この度、㈱ヤマガミ共育社の代表取締役に就任いた

しました。仕事の内容はたいして変わっていないの

ですが、とても疲れます。これからも、ご指導、ご鞭

撻の程よろしくお願いします。

徳野…12月8日、悪天候のためゴルフコンペが中止になり

ました。ゴルフ部会長として反省してます。春までお

待ちください。ちなみに私の誕生日でした.

諸江…健康にも恵まれ、45年間の皆出席会員配偶者表彰

をいただきました。これも家内の支えがあったこと

と皆様のご指導の賜物と深く感謝申し上げます。次

は50年の皆勤に向けて頑張りますので、よろしくお

願い申し上げます。ありがとうございました。

浅田裕久…皆様のお蔭で、何とか元気に40年皆出席出来ま

した。これも、ひとえに愚妻？の力です。感謝を込め

て。

和田…地区大会で30年皆出席の表彰を受けたのを忘れて
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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.

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17日（月）　11:30 〜 12:30
　　持込場所：金沢スカイホテル「例会場」受付まで

留学生支援のお願い

　年内の例会は12/17例会で終了し、新年は1/9 金
沢８RC新年合同例会（ホテル日航金沢）、通常例会
は1/21例会からとなります。
※12/31、1/7は休会です。

〈 12月例会メニュー 〉
12月17日	〈洋食〉冬の海鮮料理・蟹身と加賀蓮根添え

12月は家族月間です

◆第3回55周年実行委員会

日　時：12月17日（月）　11:00 〜

場　所：金沢スカイホテル18F

◆留学生への生活用品贈呈式

日　時：12月17日（月）　14:00 〜

場　所：石川県留学生交流会館

出席予定者：米沢、小池田康秀、厚見

◆金沢8RC新年合同例会

日　時：1月9日（水）　18:30 〜

場　所：ホテル日航金沢　4Ｆ「鶴の間」

会　費：4,500円

※1/7昼の通常例会はありません。

◆1月親睦委員会

日　時：1月21日（月）　18:30 〜

場　所：海遊亭

会　費：10,000円

◆金沢8RC幹事会

日　時：1月28日（月）　13:40 〜

場　所：金沢スカイホテル18F

出席予定者：小池田康秀

◆金沢香林坊RC25周年例会

日　時：2月2日（土）　16:00 〜

場　所：金沢エクセルホテル東急

出席予定者：山岸、米沢、小池田康秀

◆金沢みなとRC20周年例会

日　時：3月5日（火）　15:30 〜

場　所：ANAクラウンプラザホテル金沢

出席予定者：米沢、小池田康秀

◆金沢百万石RC15周年例会

日　時：4月25日（木）　18:30 〜

場　所：ホテル日航金沢

書き損じハガキ回収にご協力下さい。

良いお年を‼



いました。今日は30年の配偶者表彰をいただくこと

になりました。

別川…15ヵ年の配偶者表彰をいただきました。永く支えて

くれて感謝します。

半田…15ヵ年、無事に皆出席できたのも妻のお蔭です。感

謝！感謝！

岩木…15ヵ年皆出席会員配偶者表彰をいただきまして、あ

りがとうございました。15年間皆出席出来ましたこ

とは、妻と皆様のお蔭であると感謝しております。ど

うぞ、これからもよろしくお願い申し上げます。

竹松…本日は冬の例会、皆出席5年目のお祝をありがとう

ございます。今日は留学生の着替えのお手伝いもあ

り、主人が欠席のところカーリーと一緒に参加させ

ていただきました。

小池田康秀…この度は配偶者表彰5ヵ年をいただきありが

とうございました。5年続いたのも家内のお蔭です。

松本…5ヵ年皆出席会員配偶者表彰をいただきました。今日

はあいにく欠席ですが、今後共夫婦共々よろしくお願

いいたします。

伊東…生憎、家内は欠席ですので代弁しますと、「皆さんの

お蔭です。感謝とお礼を申し上げます。」

勝浦…拙い司会で失礼しました。クレームは徳野委員長ま

でお願いします。

水上…トップ・バッターでおせちをいただくことになりまし

た。こんなこと初めてで、まだ夢の中にいる様です。

来年は良い年になりそう！ありがとうございました。

厚見…ワァーイ！　ワァーイ！　Ｙシャツが当たりました。

ありがとうございます〜

若林…若林果陽です。小学校1年生です。素晴らしいスカイ

ホテルのディナー券をいただきました。おじいちゃ

んに譲ります。ありがとうございました。

若林…若林里聡です。小学校3年生です。マカロンをいただ

きました。皆で一緒にいただきます。来年も来たいで

す。ありがとう。

石野…年忘れ例会で素敵な景品をありがとうございます。

伊東…良い品をいただきました。この運を来年へ続けてい

きたいものです。

山田…素晴らしい景品が当たり、良い年になりました。皆様

に感謝します。ありがとうございました。

松木…「天使のほっぺ」でほっぺが落ちるかも…ありがとう

ございます。

中村…メリー・クリスマス！　プレゼントありがとうござい

ます。皆さんにとってもハッピー・クリスマスであり

ますように。

太田有彦…クリスマスプレゼントに山本さんの調味料セッ

トを選びました。久し振りに料理に挑戦してみます。

ありがとうございました。

鈴木龍太郎…年末はキリンビールで乾杯します。ありがとう

ございました。

木藤…くじ引きに当てていただきました。ありがとうござ

います。

白川…ビールをいただきました。浴びるようにいただきます

♪

厚見…残り物に…福　良いお年をお迎えくださいませ。

平野…年忘れ家族例会にて、豪華景品をいただき、ありが

とうございます。家族みんなで美味しくいただきます。

小池田均…ありがとうございます。主人とパーティに出ら

れて嬉しい〜です。また、呼んでくださいね。

山岸…楽しいクリスマスパーティーでした。ありがとうござ

いました。沢山お土産をいただきました。

小池田均…いつもありがとうございます。感謝、この一言

で来年も頑張っていきます。

橋本…ありがとうございます。はじめて当たりました、この

会で。

米沢…天使のほっぺのケーキをありがとう。最後から3番

目でした。

徳野…素敵な賞品、ありがとう。

北川…年忘れ家族会でクリスマスプレゼントをいただき、

ありがとうございました。本日は何十年振りで独身

参加しました。晴れ晴れとした気分です。

今年、最後の運を使い果たしました。最後はにこにこ

で終われて幸せです。

山﨑修二…久し振りに名前を呼ばれました。ありがとうござ

いました。

高屋…フレッシュ・フルーツでみずみずしくニコニコと！　

Merry	Christmas!!

中田…家族会の抽選でフルーツをいただきました。ありが

とうございました。

冨久尾…X'masプレゼントをありがとうございます。

X'mas	気分でニコニコと…

成島…メリー・クリスマス　楽しいひと時をありがとうござ

います。元気モリモリ、頑張ります。

浅田久太…X'mas例会抽選会にて宝くじをいただきました。

6億円当たりますように！！笑

吉田…ありがとうございます！

能登…楽しい時間をありがとうございました。ジャンボ宝く

じ、当たりますように…

鈴木宗幸…親睦委員会の皆様、楽しいひと時をありがとう

ございました。徳野委員長の毒舌、最高でした。

山本…家内と久し振りのデートです。プレゼントまで頂戴い

たしました。家族例会を堪能させていただきました。

感謝して、ニコニコと…

竹内…ハズレクジなし！　みんなHappyで良かった！

土橋…もう何年もクリスマスプレゼントは渡す一方で、貰

うことがなかったため、年甲斐もなく大変嬉しく思

います。今年も東ロータリーに入会出来て素晴らし

い年でしたが、来年も楽しい年になりそうです。皆様、

よろしくお願いいたします。

和田…家族会で賞品をいただきました。

松木…クリスマスパーティプレゼント、早々とありがとうご

ざいました。ニコニコと…

別川…全員に当たる！！　ハズレなしの「くじ」に見事当た

りました。皆様のお蔭です。来年も良い年であります

ように。

二木…年忘れ家族例会の景品をいただきました。

大島…年末宝くじが当たりますように！

酒井…景品ありがとうございます。

高桑秀治…本年の年忘れ会は盛り上がりました。米沢会長、

徳野親睦委員長、ありがとうございました。素敵な

景品をゲット！

中島…年忘れ家族会の福引をありがとうございます。浅田

屋さんの美味を楽しませていただきます。

安達…年忘れ家族例会にて素晴らしい景品をいただき、あ

りがとうございました。

小池田康秀…今夜は楽しいクリスマス例会、ありがとうご

ざいました。

中島…年忘れ家族会の福引ありがとうふぉざいます。12月

31日まで夢一杯に過ごします。300円以上当たれば

ニコニコ追加します。

小池田康成…お正月の美味しい料理を作らせていただきま

す。

坂本…夜間例会にてフルーツをいただきました。ありがと

うございました。妻の純子にもビールをいただきまし

た。ありがとうございました。

山本…宝の麩をいただきました。お湯を注いだ瞬間がいつ

も楽しみです。幸せなひとときに感謝します。

小池田康成…ありがとうございました。

金谷…クリスマスパーティーのプレゼントを勝手にいただ

きました。どうもありがとうございました。

岩木…ビンゴの賞品をいただきまして、ありがとうございま

した。

西川…年末ジャンボ宝くじに最後の期待をしています。

別川…“残りものには福がある“ということで、美味しそう

なマカロンをいただきました。娘へのお土産とさせ

ていただきます。ありがとうございました。

宮本亮一…家族例会にて素敵なお品をいただきました。あ

りがとうございます。

立木…金沢スカイホテル賞をいただきました。年末に良い

運をありがとうございました。


