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　12月9日（月）、金沢スカイホテルにて、恒例の「年忘

れ家族例会」が開催されました。今年のほとんどの親

睦委員は年忘れ家族例会未経験者でした。大変不安で

したが「おもてなしの心」を持って企画・運営しました。

夏の納涼例会終了後、担当の中島さんと土橋さんを中

心に毎月1回親睦委員会を開催し、頻繁にメールを交換

し、無事にこの日を迎えることができました。結果100

名の出席者を得て、一同ホッとしました。

　18:30、半田会長の例会点鐘で始まり、5ヶ年毎の皆

出席会員の配偶者表彰が行われました。配偶者皆様の

内助の功があったからこそ、各会員がロータリー活動に

邁進できたことと思います。皆様に改めてお礼お祝い

を申し上げるともに、更なるご活躍を祈願いたします。

　懇親会は、「オーケストラ・アンサンブル金沢:OEK」

による弦楽四重奏で厳かに始まりました。文化・芸術

を大切にする金沢市民の宴であるからこその企画です。

第1ヴァイオリンは坂本久仁雄氏、第2ヴァイオリンはト

ロイ・グーギンズ氏、ヴィオラは石黒靖典氏、チェロは大

澤明氏です。クリスマスにちなんだ賛美歌だけではなく、

子供達が楽しめるようにとジブリ映画のテーマ曲から、

トトロ、ポニョ等を大澤氏の軽妙なトークと共に演奏し

てくれました。会員の皆様からアンコールの拍手が湧き

上がるほど楽しいアトラクションとなりました。

　OEKの演奏で会場の会員の気持ちがひとつになっ

たところで、成島親睦委員長の懇親会開会宣言、岩木

副会長の乾杯の挨拶で宴が始まりました。金沢で一番

有名な金沢スカイホテルの中華料理をいただきながら

会食・歓談の時間を過ごしました。そして待ちに待った

「プレゼント抽選会」です。朝倉氏・中島氏がビンゴの

ナンバーを引き、土橋氏がナンバーを読み上げる度に、

会場から「ビンゴ!」とか、「全然だめ!」の声が聞こえ、

明るく熱く盛り上がりました。

　楽しい家族例会もいよいよ終盤、会場にいる全員が

手をつないで大きな輪になり、「手に手つないで」の大

合唱。そして今晩の家族例会の余韻を感じながら別川

会長エレクトから閉会にあたりご挨拶をいただき散会

となりました。

　忙しい中多くの会員の皆様にご出席いただき、また一

致団結して企画・運営をしていただいた親睦委員会の

皆様のご協力に感謝申し上げます。

（記:親睦委員長　成島和仁）
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年忘れ家族例会
「楽しむのは？」････「今でしょう！」

　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。

（2/17例会までにご持参下さい）

書き損じ葉書回収にご協力下さい

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

１月はロータリー理解推進月間です
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❖ 1 月 27 日（月）例会❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
  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
 「センターオブイノベーション（COI）の概要と
 　石川県の取り組み」

■例会卓話予定
  2月  3日 新春懇親例会（松魚亭）
  2月10日 ㈱オーナーズ　代表取締役　山

やまもと

本賢
け ん た

太氏
 「未定」
  2月17日 産婦人科医　大

おおした

下陸
み ち お

郎氏
 「大きいことはいいことか」
  2月24日 ㈱スパーテル
 代表取締役　橋

はしもと

本昌
ま さ こ

子氏（金沢西RC)
 「起業から企業へ
 　ー高齢社会を見据え、医療と介護をつなぐー」
  3月  3日 ㈱日本政策投資銀行
 北陸支店長　土

つちはし

橋二
じ ろ う

郎氏（金沢東RC）
     「未定」
  3月10日 フードコーディネーター　しもおきひろこ氏
 「食のよもやま話」
  3月17日 ドルフィンスイムインストラクター　近

ちかもと

本杏
あ ん り

里氏
   「未定」

■おめでとう（敬称略）
◎12月年間皆出席祝

26ヵ年　高桑　秀治  2ヵ年　勝浦　　務
   2ヵ年　成島　和仁

■ニコニコBox（敬称略）
ポール（元交換学生）…いつもお世話になります。今年もよろしく

お願い申し上げます。
厚見…今年初の例会卓話に真矢（マヤ）さんをお迎えして。

松本浩平…レベッカの来日を心から歓迎申し上げます。金沢での滞
在が素晴らしいものとなりますように。

成島孝…会社（富士ゼロックス）がスポンサーになっております
「高校サッカー」で「北陸決戦」が実現しました。星稜高校・
富山第一高校がそれぞれ県の決勝で勝った時にスポンサー
杯を手渡し出来たことが思い出になりました。

勝浦…先日は年末ジャンボ宝くじをご購入ありがとうございました。
当選番号表を準備いたしましたので、例会終了後にお持ちく
ださい。グリーンジャンボは2月14日から発売になります。１
等前後賞合わせて5億円です。次回こそ夢をつかみましょう。

大島…1/21誕生日の方がメンバーで4名となりました。必ずや強運
の持ち主と思います。これからも健康に恵まれますように…

鏑木…年が明け、また年を取りました。大島さん、木藤さん、山田
さんと一緒です。ちなみに1月21日は、上杉謙信、クリスチャ
ン・ディオール、ジャック・二クラウス、高田純次さんと同じ
誕生日です。

田中和彦…今月12日に57歳の誕生日を迎えました。もう57歳かと
思うか、まだまだ57歳と思うかは自分次第。皆様のご指導
をお願いします。

勝浦…金沢で3度目の誕生日を迎えることが出来ました。4度目も
金沢にいれるように頑張ります。

山田…1月14日 結婚記念日、1月21日 誕生日、心よりのお祝いをい
ただき、ありがとうございました。家内とは生活を別にして
いますが、皆様のご声援を糧に頑張ります。

湊　…3カ年皆出席をいただきました。ありがとうございます。

　累計　697,700円　

❖ 1 月20 日（月）例会報告❖

■出席率報告
12月16日 60／92　ホームクラブ　65.22％
12月  9日 81／92　補正出席率　　88.04％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

◆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

◆地区R財団補助金管理セミナー
日　時：2月1日（土）　10:00〜12:00
場　所：石川県地場産業振興センター　新館5Ｆ「第12研修室」
出席予定者：竹松

◆新春懇親例会
日　時：2月3日（月）　18:00〜
場　所：松魚亭
会　費：8,000円
※2/3昼の通常例会はありません。

◆金沢8RC幹事会
日　時：2月4日（火）　13:45〜
場　所：ANAクラウンプラザホテル金沢　4Ｆ
出席予定者：竹松

◆金沢南RC 45周年記念例会
日　時：3月4日（火）
　　　　16:00〜　例会・記念講演
　　　　18:30〜　祝宴
場　所：ホテル日航金沢　4Ｆ「鶴の間」
出席予定者：半田、鏑木

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

Smile, Sing a Song
Smile and the world smiles with you,

Sing a song.
Don't be weary, Just be cheery all day

long.
Whenever your trials, Your troubles and

your care
Seem to be more than you can really bear
Smile and the world smiles with you,

Sing a song.

〈 例会メニュー 〉
1月27日 〈中華〉旬の北陸食材（鰤と豆腐の豆板醤煮込みほか）
2月  3日 　新春懇親例会（松魚亭）
2月10日 〈中華〉体を温める伝統の四川料理（牛ロースと野菜の唐辛子風味他）
2月17日 〈和食〉「春の訪れ 如月弁当」（鰆蕗味噌焼き、鰯紅梅煮ほか）
2月24日 〈洋食〉魚介と新春野菜のサフラン風味煮


