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鏑木…ありがとうございます。フルーツで元気になり

ます。

別川聡子…今年の運だめしと思い、最終ギリギリ

でビンゴをいただきました。今年もこういう運

だったのかなぁと思います。来年はどういう年

になるでしょうか。

水上…今日は孫3人連れてきました。ビンゴでそれぞ

れ景品をいただきました。ありがとうございま

した。

髙桑幸一…好きなビールをいただきました!

二木…家内が調味料のセットをいただきました。あ

りがとうございました。

半田…お蔭様で最後にビンゴ、来ました!

中島淳一…皆様との楽しい時間をありがとうござい

ました。今後ともよろしくお願いいたします。

　累計　622,200円　

❖ 12 月 16 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16日 金沢東ローターアクトクラブ

 会長　館
たち

  謙
け ん た ろ う

太郎君

 「ロータリーアクトクラブ

　　　　　　　　40周年の節目を迎えて」

■例会卓話予定

12月30日 休会

  1月  9日 金沢8RC新年合同例会

 （18:00〜　ホテル日航金沢）

  1月20日 ㈲エクスプリム　代表　マニグリエ真矢

 「未定」

  1月27日 大和ハウス工業㈱

 本社技術本部総合技術研究所

 副所長　池
いけばた

端正
しょういち

一氏

 「革新的新素材の共同研究の取組みについて」

  2月  3日 新春懇親例会（松魚亭）

■おめでとう（敬称略）

◎11月年間皆出席祝

46 ヵ年　諸江　賢二  27 ヵ年　大島　国雄

  3 ヵ年　湊　　康久

■ニコニコBox（敬称略）

倉山（金商高校）…とても美味しいお食事、お酒と楽

しいひと時を過ごさせていただき、ありがとう

ございました。グレーシーさんにとっても有意

義な一日一日になるよう、少しでも手助けがで

きればいいなと思っています。今後ともよろし

くお願いいたします。本日はありがとうござい

ました。

石野（金商高校）…ビンゴゲームに参加させていた

だき、シクラメンのお花をいただきました。グ

レーシーさんのご縁で会に読んでいただき、あ

りがとうございます。お花は金商の保健室に飾

り生徒と楽しませていただきたいと思います。

金沢東RAC一同…本日はお招きいただき、ありがと

うございます。来年1月26日の金沢東ローター

アクトクラブ創立40周年記念例会のご登録を

お待ちいたしております。

不破…35カ年皆出席表彰のお花をいただきまして、

ありがとうございます。

❖ 12 月 9 日（月）例会報告❖

“年忘れ家族例会”

■出席率報告

11月25日 62/94　ホームクラブ　65.96%

11月18日 84/94　補正出席率　　89.36%

　　　　　　　　　　　　　（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.

12月は家族月間です

良いお年を‼

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16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

　本年度は、皆様にご協力いただいた書き損じ葉書を換金

し、東日本大震災による福島の帰宅困難者並びに離散危機

に立たされている小高・冨岡・浪江の3RCの支援に充て

たいと思います。皆様のご協力を切にお願い申し上げます。

書き損じ葉書キャンペーンご協力のお願い

　年内の例会は12/16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1/20例会からとなります。
※12/30、1/6は休会です。

◆留学生への生活用品贈呈式

日　時：12月16日（月）　14:00 〜

場　所：石川県留学生交流会館

出席予定者：半田、鏑木、松本浩平、二木

◆「国際交流・協力活動団体表彰」感謝状贈呈式

日　時：12月18日（水）　11:30 〜

場　所：ホテル日航金沢　5F  「オーキッドルーム」

出席予定者：半田・鏑木

◆金沢8RC新年合同例会

日　時：1月9日（木）　18:00 〜

場　所：ホテル日航金沢　4Ｆ「鶴の間」

会　費：4,500円（全員登録）

※1/6昼の通常例会はありません。

◆金沢東RAC創立40周年記念例会

日　時：1月26日（日）　11:00 〜 15:00

場　所：金沢スカイホテル

会　費：5,000円

◆１月親睦委員会

日　時：1月30日（木）　18:30 〜

場　所：長谷川亭

会　費：10,000円

〈 12月例会メニュー 〉

12月16日 〈洋食〉牛フィレ肉の網焼き、ブール・カフェドパリの香り



高桑秀治…健康にも恵まれ、内助の功で25年皆出席

することが出来ました。

若林…ありがとうございます。家内が皆出席表彰を

いただきました。お互いに健康に恵まれ、25年

出席したのは私です。ニコニコと !

西川…家族に支えられ5年間皆出席が出来ました。

感謝、感謝です !

朝倉…この度は5カ年皆出席会員配偶者表彰をいた

だき、ありがとうございます。これからも妻や

社員に協力してもらい、1年でも長く皆出席でき

るように頑張ります。

徳野…家内が5カ年皆出席表彰をいただきました。

気持ちよく、ニコニコと。

山岸…孫二人連れて、クリスマスパーティーに来まし

た。6歳と3歳です。下の子は本日デビューです。

よろしく。

土橋…今日も下手な司会で失礼しました。これに懲

りずによろしくお願いします。

成島和仁…年忘れ家族例会を無事に迎えることが出

来ました。多くの会員の皆様のご出席、ありが

とうございます。楽しいひと時をお過ごしくだ

さい。

小池田康秀…生まれて初めてビンゴが一番に当たり

ました。ありがとうございます。

別川…BINGO !　当たりました。最後の方でしたが、

当たりました。今年は良い年でした。来年は大

変な年です。気が重い!!皆様のご協力をよろし

くお願いします。

中島秀雄…年忘れ家族例会で、結構早めにビンゴ入

賞いたしました。年末をニコニコと過ごします。

中島一代…とにかくビンゴで賞品をいただきました。

向井…年忘れの会で早い段階で当たりました。来年

は㊽がラッキーナンバーになる予感がします。

田中照人…やっと当たったぁ〜

山田…楽しい一日でした。金沢東ロータリーの皆様

に感謝の気持ちを込めて、Merry Christmas!

高岩…楽しい家族懇親会でした。親睦委員会の皆様、

設営をありがとうございました。

日根野…ビンゴでおいしそうなフルーツBOXをいた

だきました。ありがとうございます。

谷村…家族4人ですっかり楽しませていただきまし

た。ありがとうございました。

高桑秀治…ビンゴ遅々に来ました。親睦委員長の成

島さん、進行の土橋さんお世話様でした。

浅田裕久…仲の悪い夫婦が珍しく揃って早々にビン

ゴに当たりました。悪い予感がします。

木屋…金沢小箱をいただきました。何が入っている

か楽しみです。

山本…ウーン、残念 !　当たりませんでしたが、お土

産は頂戴することが出来ました。感謝 !

二木…キリンビール頂きました。留学生に還元しよう

と思います。ありがとうございました。

朝倉…天使のほっぺ「パウンドケーキ」ありがとうご

ざいます。子供達のクリスマスプレゼントにし

ます。ニコニコ !

北川…年忘れ家族会で家内共々ビンゴゲームで賞品

が当たりました。ニコニコと !

伊東…本日は年忘れ家族例会の開催をありがとうご

ざいます。毎回のビンゴゲームで綺麗な花をい

ただきました。ニコニコW（ダブル）!!

諸江…ビンゴの最後に当たりました。ありがとうござ

いました。

成島孝…7億円のチャンスをいただきました。ありが

とうございます。

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。

勝浦…今年一年いろんな事がありましたが、最後に

ビンゴが当たって良かったです。来年もどうぞ

よろしくお願いします。

井上…ビンゴ大当たり !　来年は良い事がありそう

な予感です。大感謝!

能登…生まれて初めてビンゴに当たりました。     

涙･･･

徳野与志一・紫乃…イライラしながらやっとビンゴ

に当たりました。今年の運勢と同じような気が

します。楽しい家族例会に感謝します。

石野…ビンゴで一番最初にリーチになったのに･･･　

来年は勝負強さを身につけたいと思います。今

日は取り敢えずニコニコと。

小池田均…楽しみにしていたビンボー。いやビンゴ

に当たり、大好きな成島さん。いやキリンビー

ルをいただきました。ありがとうございました。

厚見…ビンゴ !!　ゲットしました。ありがとうござい

ました。

太田有彦…ビンゴで宝くじをいただきました。当選

金額によってニコニコを追加しようと思ってい

ます。

吉田…ありがとうございます。

中田…ビンゴゲームはあまり当たったことはないで

すが、リーチ一発ツモでした。

和田…ビンゴでビールをいただきました。ありがとう。

不室…夫婦でビンゴゲームの賞品をいただき、ニコ

ニコと。

二木…娘が浅田屋の炊込み御飯の素をいただきまし

た。ありがとうございました。来年はアメリカか

カナダかオーストラリアに留学予定です。これ

からもお世話になります。

大島…孫たちがビンゴにて宝くじが当たりますよう

に !

若林…ビンゴゲームで何かいただきました。ありがと

うございます。

若林恵子…ビンゴゲームで綺麗なお花をいただきま

した。ありがとう。

金谷…今日のクリスマスパーティーは楽しく過ごさ

せていただきました。7億円が当たればニコニ

コBOXに入れます。取り敢えず、この当たりで。

髙桑幸一…最後の数字が「33」で当たりました。大

好きな長嶋監督の背番号と同じでした。ありが

とう !

西川…楽しいビンゴゲーム、ありがとうございました。

運が良くもなく、悪くもなく、今年一年の締めく

くりに相応しい例会となりました。

村田…7億円の宝くじ、ありがとうございました。来

年のニコニコには期待してください。

笠間洋子…初めて食事券が当たりました。良かった

です。

笠間…7億円当たれば、7000万円ニコニコBOXに入

れます。今日は1000円でごめんね。孫もお土産

をもらって喜んでいます。ありがとうございま

した。

大島…ビンゴにて7億円の宝くじが当たりますように。

山﨑修二…ビンゴ、やっと当たりました。

黒野…ビンゴの賞品、味噌醤油、ありがとうございま

した。


