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　平素より金沢東ロータリークラブの皆様には大変お
世話になっております。皆様の大変力強いご支援の下、
日々楽しくローターアクトの活動を行っております。
　今年度は「生長」をターゲットとし、フレッシュなメン
バーで一丸となってクラブ運営を行っております。ANA
ホリデイ・イン金沢スカイでの例会を基本に、時には外
へと活動を行っております。今年度も、24時間テレビ募
金活動や犀川沿いの花壇整備を行いました。外へ出る
ことで、さまざまな方と関わることができ、大変有意義
に感じております。また、メンバー間の親睦を深めるた
めの懇親会も何度か実施し、親交を深めております。
　昨年度より皆様のお力添えのお蔭で、新しいメンバー
を多く迎えることが出来ております。今年度スタート時
は28名でしたが、現在では34名まで会員数が増えてお
ります。ここまでメンバーが増えたのは、木村道明地区
ローターアクト委員長、小池田康秀社会奉仕・青少年奉
仕委員長、高屋喜久子協同奉仕（ローターアクト）委員長、
木屋満晶協同奉仕（ローターアクト）副委員長をはじめ
としたロータリーの皆様のお蔭と感じております。本当
にありがとうございます。
　今年度は「めざせ、ローターアクト日本一」を目標に掲
げ、より一層の会員増強を図りたいと頑張っております。
何卒、ご協力の程宜しくお願いいたします。

（記　金沢東RAC幹事：前田 拓磨）
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2016〜2017年度
金沢東ロータリークラブ理事･役員決定！

会長・理事 田　中　和　彦
副会長（会長エレクト）･理事 厚　見　正　充
副会長（クラブ奉仕･会長ノミニー）･理事 中　田　吉　則
理　　事（職業奉仕） 徳　野　与志一
理　　事（社会奉仕） 竹 松 俊 一
理　　事（国際奉仕） 小池田　康　秀
理　　事（60周年） 米　沢　　　寛
理　　事 井　上　英一郎
理　　事 小池田　　　均
理　　事 向　井　健　夫
理　　事 根 布 　 寛
理　　事 鈴 木 宗 幸
幹事・理事 木 村 道 明
副幹事 山 本 晴 一
ＳＡＡ・理事 石 野 一 樹
副ＳＡＡ 大 島 淳 光
会計・理事 高　桑　幸　一
監　　査 中　島　秀　雄
直前会長 岩　木　弘　勝
直前幹事 能　登　健太朗

　12月7日（月）例会において、年次総会が開催され、
2016〜2017年度理事･役員が満場一致で承認されました。

2016〜2017年度  金沢東RC理事・役員
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金沢東ローターアクトクラブ活動報告

書き損じハガキ回収にご協力下さい。



■ニコニコBox（敬称略）
秋月…本日、卓話をさせていただくことになりました。拙い話ではありま

すが、お付き合いの程、よろしくお願いいたします。
徳野…今日は59歳最後の日です。明日は還暦60歳の誕生日。お祝をあり

がとうございます。もう少し、やり残したこともありますので、寿
命が来るまで頑張ります。気持ち良く、ニコニコと。妻と皆様に感
謝して。

古田…誕生日祝をありがとうございました。プロゴルファーならシニア入
りが目前です。気持ちだけはレギュラーで、仕事も生活も頑張りま
す！

木村…素敵な結婚記念日祝をいただき、ありがとうございます。
利光…結婚記念日のお花をありがとうございました。スマホで写真を

撮って、女房に送りました。息子の結婚も決まりそうで、一つ一つ
肩の荷が下りていきます。

大島淳光…結婚記念日のお祝いをいただきました。ありがとうございま
す。益 、々精進いたします。

中島秀雄…お蔭様で26カ年皆出席の顕彰をいただきました。これからも
頑張りたいと思います。遅くなり申し訳ありません。

井上…昨日、交換留学生のティファニーとハナを我が家に呼んで昼食会。
久し振りに家が賑やかになり、家内共々喜んでいました。その後、
皆で片町へ。お蔭様で小生も初めて『片町きらら』へ行くことが
出来ました。楽しい一時に感謝です。

北川…諸々の諸経費負担（ニコニコ）が未払いだったので！すみません！
山岸…先日のグリーン会ゴルフコンペで準優勝いたしました。メンバーに

恵まれ、楽しい時間を過ごせたことに感謝いたします。ありがと

うございました。

　合計　730,771円

❖  12 月 7 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
11 月16日 55 ／ 99　ホームクラブ　55.56%
11 月  9日 82 ／ 99　補正出席率　　82.83%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

◆年忘れ家族例会
日　時：12月14日（月）　18:30〜
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18F
会　費：会　員･････････････10,000円
　　　　ご家族（中学生以上）･･･8,000円
　　　　　　　 （小学生以下）･･･5,000円
※12/14（月）昼の通常例会はありません。

◆交換学生ティファニーさん送別会
日　時：12月22日（火）　18:30〜
場　所：ぶどうの木金沢フォーラス店
会　費：3,000円

◆金沢8RC新年合同例会
日　時：1月7日（木）　18:30〜
場　所：ホテル日航金沢  4F「鶴の間」
会　費：5,700円（全員登録）
※1/4（月）昼の通常例会はありません。

〈 12月例会メニュー 〉
14日　年忘れ家族例会
21日 〈洋食〉ビーフシチュー　冬野菜を添えて

❖  12 月 14 日（月）例会 ❖

“年忘れ家族例会”

■ソング
“我等の生業”
“R-O-T-A-R-Y”

■本日の卓話
12月14日  年忘れ家族例会

■例会卓話予定
12月21日  交換学生　ティファニー・ヴァンダムさん
  「母国の紹介他」
12月28日  休会
  1月  7日  金沢8RC新年合同例会
  （18:30〜ホテル日航金沢）
  1月18日  富士ゼロックス㈱マーケティング部
  マーケティング企画室　マネージャー
  中

なかじま

島　 稔
みのる

氏
  「企業の危機管理」
  1月25日  ㈱ヴェルテブラ昴代表取締役
  三

み ひ ら

平佐
さ ゆ み

弓氏（金沢東RC）
  「未定」
  2月  1日 新春懇親例会（松魚亭）
  2月  8日 ㈱アドバンテージ・ファクトリー代表取締役
  気

き だ に

谷源
げ ん し

嗣氏（金沢東RC）
  「未定」

■おめでとう（敬称略）
◎年間賞皆出席会員配偶者表彰

20 ヵ年　高桑みな子    10 ヵ年　山本　雪子
  5 ヵ年　湊　　ユカ

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21日（月）　11:30〜12:30
　持込場所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ「例会場」受付まで

留学生支援のお願い

12月は疾病予防と治療月間です

R-O-T-A-R-Y
R-O-T-A-R-Y,

That  spells  Rotary,
R-O-T-A-R-Y,

is  known  on  land  and  sea;
From  North  to  South,  from  East  to  West,

He  profits  most  who  serves  the  best;
R-O-T-A-R-Y,

That  spells  Rotary.
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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

　年内の例会は12/21例会で終了し、新年は1/7 金
沢８RC新年合同例会（ホテル日航金沢）、通常例会
は1/18例会からとなります。
※12/28、1/4は休会です。


