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金沢東ロータリークラブ会報

事務局：金沢市彦三町2丁目1番地45号  むさしビル4F
ＴＥＬ：076-260-1212　FAX：076-260-5656
E-mail：k-eastrc@gaea.ocn.ne.jp

例会日：毎月曜日  12:30 ～ 13:30
例会場：ANAホリデイ・イン金沢スカイ

会長：別　川　　　稔
幹事：竹　松　俊　一
会報：松　本　浩　平

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

３月理事役員会報告（3月9日）
1．退会者の件…承認。

・山田秀一会員…転勤のため、3/31にて退会
・中村吉隆会員…人事異動のため、3/25にて退会

2．職業分類新設及び新会員候補者の件…承認。全会員へ通知する。
・山縣秀行氏…㈱金沢寿屋代表取締役社長（S49.1.29生 41歳）
 （職業分類：日本料理　推薦人：不室　昭、浅田久太）

・三平佐弓氏…㈱ヴェルテブラ代表取締役（S34.5.11生 55歳）
 （職業分類新設：スポーツクラブ　推薦人：木藤衣妃子、岩木弘勝）

3．2015〜2016年度理事・役員・委員会構成…原案通り、承認。

4．例会会食費値上げの件
10％値上げでホテルに通知。

5．アメリカ短期交換学生派遣の件…承認。
・大島萌詠子さん（大島淳光会員ご息女、小将町中学校3年）
・松本　佳奈さん（松本浩平会員ご息女、金沢大学附属中学校3年）

〈 3月例会メニュー 〉
16日 〈中華〉春野菜を使って（能登豚と春キャベツの辛子味噌炒め）

23日 〈和食〉お花見御膳（蛸柔らか煮・海老、蛍烏賊天麩羅）

30日 〈洋食〉魚介のミルフィーユ仕立て（蛍烏賊を添えて）

3 月は識字率向上月間です

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

   
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.

◆3月親睦委員会
日　時：3月23日（月）　18:30〜
場　所：たけし
会　費：6,000円

◆金沢8RC新旧幹事会
日　時：3月26日（木）　13:40〜
場　所：松魚亭　2Ｆ「洋室」
出席予定者：竹松、能登

山本…今日は、発酵食仲間の四十万谷さんをゲストにお迎えしました。よ
うこそ。菌活のお話を楽しみにしております。

井上…先週、理事長を務めております「石川県金属商業組合」が創立50周
年を迎えることができました。これも日頃からの関係各位による
ご支援、ご指導の賜物と感謝いたしております。

中島淳一…誕生日のお祝いをいただきまして、ありがとうございました。
何事にも前向きに取り組んでいきたいと思います。今後ともご指導
くださいますよう、よろしくお願いいたします。

二木…結婚記念日のお祝、ありがとうございました。19年続いたことに感
謝します。

朝倉…結婚記念日祝のお祝をありがとうございました。
山崎勝治…向井委員長、本日は「彩の庭ホテル」オープンおめでとうござ

います。今後のご繁栄を心からお祈り申し上げます。

　累計　1,171,270円　

❖ 3 月9 日（月）例会報告❖

■出席率報告
  2月23日 58 ／ 95　ホームクラブ　61.05％
  2月16日 80 ／ 95　補正出席率　　84.21％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員1名）

❖ 3 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
  3月16日  日本光電工業㈱営業本部AED営業部
  販売一課長　渡

わ た べ

部一
か ず と し

十知氏
  「私たちが使用できる医療機器『AED』をもっと知ろう！」

■例会卓話予定
  3月23日 石川県南加賀保健福祉センター
  所長　沼

ぬ ま た

田直
な お こ

子氏
  「児童虐待対応　〜最前線からの報告」
  3月30日 金沢商業高校インターアクトクラブ
  顧問　上

う え だ

田正
まさひろ

弘氏  他 生徒達
  「金沢商業高等学校インターアクト部の活動について」

■ニコニコBox（敬称略）
四十万谷（金沢香林坊RC）…本日は卓話にお招きいただき、誠にありがと

うございます。
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2015 〜 2016 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 厚見　正充（理）

職業分類
会員選考 鈴木　宗幸（理） 不室　　昭 小池田康成、大島　国雄

会員増強 山崎　勝治 白川ひとみ
絹川　善隆、黒野　友之、本谷　裕二、坂本　憲一
杖村　修司

ロータリー情報 山岸　敬秀（理） 北川　義信 諸江　賢二、若林　智雄、山﨑　修二

親　　睦 向井　健夫 浅田　久太
秋月　浩志、天野　重人、古田　善也、村端　一男
成島　和仁、野村　圭作、大倉　　彰、高岩　勝人
我妻　博志、山本　晴一、柳内　清孝

出　　席
ニコニコ 宮本　亮一 大島　淳光 荒木　吉雄、木藤衣妃子、根布　　寛

プログラム 朝倉　宏太（理） 粟田　真人
半田　隆彦、橋本　好哲、本田　哲哉、中島　淳一
成島　　孝

会　　報
広　　報
雑　　誌

日根野幸子（理） 小池田　均 宮本　秀夫、並木　幹夫、岡田　直樹、太田　有彦

職業奉仕
（ロータリー･ボランティア）

中田　吉則（理） 北　総一朗 安達　　洋、笠間　史盛、松木　浩一、澤木　範久

社会奉仕
青少年奉仕

小池田康秀（理）

環境保全
人間尊重 金谷　道憲（理） 松本　健夫 越原　悠三、湊　　康久、村田　　淳

地域発展
奨学財団 冨久尾佳枝 水上　誠子 浅田　裕久、久田　欣一

協同奉仕
（ローターアクト）

高屋喜久子 木屋　満晶 鏑木　基由、金子　福夫

協同奉仕
（インターアクト）

平野　利康 西川　英治 南　　昭武、高桑　秀治

国際奉仕
（ロータリー友情交換）

徳野与志一（理）

国際青少年計画
世界社会奉仕 井上英一郎 谷村庄太郎 松本　浩平、太田　光尋、米沢　　寛

ロータリー財団
米山記念奨学会 二木　克明（理） 忠田　秀敏 中川　　衛、酒井　道行、和田　清聡

会　長	 岩木　弘勝（理）	 理　事（職業奉仕）	 中田　吉則　　　
副会長（会長エレクト）	 田中　和彦（理）	 理　事（社会奉仕）	 小池田康秀
副会長（クラブ奉仕・会長ノミニー）	 厚見　正充（理）	 理　事（国際奉仕）	 徳野与志一
幹　事	 能登健太朗（理）	 理　事	 朝倉　宏太
副幹事	 木村　道明	 理　事	 二木　克明
S A A 	 紙谷　一成（理）	 理　事	 日根野幸子
副SAA	 石野　一樹	 理　事	 金谷　道憲
会　計	 高桑　幸一（理）	 理　事	 鈴木　宗幸
監　査	 中島　秀雄	 理　事		 山岸　敬秀
直前会長	 別川　　稔	 直前幹事	 竹松　俊一

	 ＜地区役員＞	 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	 中田　吉則
	 	 	 国際青少年交換委員	 竹松　俊一
	 	 	 インターアクト委員	 谷村庄太郎
	 	 	 職業奉仕委員	 松本　健夫

（2015.7.1 より実施）


