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例会日：毎月曜日  12:30 ～ 13:30
例会場：金沢スカイホテル

会長：半　田　隆　彦
幹事：鏑　木　基　由
会報：水　上　誠　子
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❖ 3 月 24 日（月）例会❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
  3月24日 劇団ミロ主宰　水

みずかみ

上猛
た け し

之氏
 「ふるさとを題材にした映画を製作し、
 　学んだこと」

■例会卓話予定
  3月31日 モントレージャズフェスティバルイン能登
 実行委員会事務局　宮

みやかわ

川節
せ つ こ

子氏
   「モントレーとの関わり」
  4月  7日 金沢大学医薬保健学域
 医学系教授　櫻

さくらい

井　 武
たけし

氏
 「未定」
  4月14日 春の特別例会

  4月21日 日本生命保険（相互）
 金沢支社長　中

なかむら

村吉
よしたか

隆氏（金沢東RC）
 「未定」

■ ニコニコ Box（敬称略）
田中照人…本日の卓話に近本杏里さんをお迎えして。
別川…昨日、高岡市で開催された会長エレクト研修セミナー（PETS）に出

席してきました。「いよいよ」と緊張感が募ってきました。反面、66
クラブの新会長の方々が同志だと思うと、少し安心しました。

不破…この度、孫の不破幸太郎が頑張って「京都大学工学部」に合格いたし
ました。家族でお祝いをいたしましたが、不破幸夫は入院をしており
ますので、参加できませんでした。残念ですが、治療に頑張ります。

中島淳一…誕生日のお祝をありがとうございました。今後もよろしくお願い
いたします。

　累計　872,900円　

❖ 3 月 17 日（月）例会報告❖

■出席率報告
 3 月  3日 54／92　ホームクラブ　58.70%
 2 月24日 81／92　補正出席率　　88.04%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

◆金沢8RC新旧幹事会
日　時：4月2日（水）　17:30〜
場　所：ホテル日航金沢
出席予定者：鏑木、竹松

◆第３回グリーン会ゴルフコンペ
日　時:4月5日（土）　8:03スタート
場　所:片山津GC「加賀コース」

◆春の特別例会
日　時:4月14日（月）　18:30〜
場　所:ANAホリディ・イン金沢スカイ 18F
会　費：会員･･･10,000円　配偶者･･･8,000円
※4/14（月）昼の通常例会はございません。

◆次年度打合せ会
日　時：4月17日（木）　18:30〜
場　所：石亭
出席予定者：次年度理事、監査

〈 ３月例会メニュー 〉
24日 〈洋食〉牛フィレ肉のグリル　春の恵みを添えて
31日 〈中華〉「春の訪れ」鯛の唐揚げ甘酢餡かけ、桜海老炒飯他

3 月は識字率向上月間です

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

4／28（月）は休会です〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

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.

３月理事役員会報告（3月17日）
1．新会員候補者の件…承認。全会員へ通知。

・忠
ちゅうだ

田秀
ひでとし

敏氏…金沢信用金庫理事長（S28.8.16生）
 （職業分類：信用金庫　推薦人：小池田康成、能登健太朗）

2．55周年決算の件…承認

3．2014〜2015年度理事・役員・委員会構成の件…承認
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2014 〜 2015 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 田中　和彦（理）

職業分類
会員選考 山﨑　修二 和田　清聡 北川　義信、松尾　久義、諸江　賢二

会員増強 太田　有彦 木村　道明 橋本　好哲、湊　　康久、太田　光尋、白川ひとみ

ロータリー情報 山岸　敬秀（理） 大島　国雄 安達　　洋、小池田康成、若林　智雄

親　　睦 小池田康秀（理） 成島　和仁
粟田　真人、石野　一樹、勝浦　　務、木屋　満晶、
中島　淳一、中村　吉隆、成島　　孝、澤木　範久、
鈴木龍太郎、土橋　二郎、臼井　紳一、山田　秀一

出　　席
ニコニコ 向井　健夫 山崎　勝治 金谷　道憲、北　総一朗、村田　　淳

プログラム 浅田　久太 二木　克明 伊東茂外樹、小池田　均、山本　晴一、米沢　　寛

会　　報
広　　報
雑　　誌

松本　浩平（理） 朝倉　宏太 不破　幸夫、南　　昭武、高岩　勝人

職業奉仕
（ロータリー･ボランティア）

厚見　正充（理） 宮本　亮一 日根野幸子、木藤衣妃子、越原　悠三

社会奉仕
新世代

徳野与志一（理）

環境保全
人間尊重 黒野　友之 根布　　寛 金子　福夫、水上　誠子、本谷　裕二、西川　英治

地域発展
奨学財団 杖村　修司 荒木　吉雄 久田　欣一、岡田　直樹　

協同奉仕
（ローターアクト）

高屋喜久子（理） 田中　照人 笠間　史盛、長沼　賢治、酒井　道行

協同奉仕
（インターアクト）

谷村庄太郎 平野　利康 不室　　昭、並木　幹夫

国際奉仕
（ロータリー友情交換）

冨久尾佳枝（理）

国際青少年計画
世界社会奉仕 松本　健夫 絹川　善隆 中川　　衛、鈴木　宗幸、我妻　博志

ロータリー財団
米山記念奨学会 中田　吉則（理） 松木　浩一 宮本　秀夫、坂本　憲一

姉妹クラブ友好 浅田　裕久（理） 高桑　秀治

会　長	 別川　　稔（理）	 理　事（職業奉仕）	 厚見　正充　　　
副会長（会長エレクト）	 岩木　弘勝（理）	 理　事（社会奉仕）	 徳野与志一
副会長（クラブ奉仕・会長ノミニー）	 田中　和彦（理）	 理　事（国際奉仕）	 冨久尾佳枝
幹　事	 竹松　俊一（理）	 理　事（友　　好）	 浅田　裕久
副幹事	 能登健太朗	 理　事	 小池田康秀
S A A 	 井上英一郎（理）	 理　事	 松本　浩平
副SAA	 紙谷　一成	 理　事	 中田　吉則
会　計	 高桑　幸一（理）	 理　事	 高屋喜久子
監　査	 中島　秀雄	 理　事		 山岸　敬秀
直前会長	 半田　隆彦	 直前幹事	 鏑木　基由

	 ＜地区委員＞	 地区パスト・ガバナー　　　松尾　久義	 国際青少年交換委員	 中田　吉則
	 	 地区ローターアクト委員長　木村　道明	 国際青少年交換委員	 竹松　俊一

（2014.7.1 より実施）


