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 Be a gift to the world
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❖  12 月 21 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」

■例会卓話予定
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）

〈 12月例会メニュー 〉
21日 〈洋食〉ビーフシチュー　冬野菜を添えて

12月は疾病予防と治療月間です

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

　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。

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

   
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.

書き損じハガキ回収にご協力下さい。

  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）

◎11月年間皆出席祝

48 ヵ年　諸江　賢二  29 ヵ年　大島　国雄

  5 ヵ年　湊　　康久

■ニコニコBox（敬称略）
岩木…向井親睦委員長をはじめ委員会の皆様、素晴らしい企

画と運営をいただき、誠にありがとうございます。本日

はどうぞよろしくお願いいたします。

能登…年忘れ家族例会へ多くの方々にご出席いただき、あり

がとうございます。親睦委員会の皆様、準備等ありがと

うございます。本日はよろしくお願いします。

髙桑幸一…家内が20ヵ年の配偶者表彰をいただき、ありがと

うございました。今後ともよろしくお願いします。

山本…配偶者表彰をいただけました。カァちゃん、いつもあり

がとうございます。晴一拝

宮本亮一…本日のニコニコBOX、若干少ないようで、もう私の

読み上げとなりました。が、本番はこれからです。皆様、

そして、こんな素敵な設営をしていただいた親睦委員

会の皆様、どうぞよろしくお願いします。

並木…岩木会長の素晴らしいスピーチのお蔭で、妻に「ありが

◆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。

◆1月親睦委員会
日　時：1月22日（金）　18:30 〜
場　所：海遊亭
会　費：10,000円

◆新春懇親例会
日　時：2月1日（月）　18:00 〜
場　所：松魚亭
会　費：10,000円
※2/1（月）昼の通常例会はありません。

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

良いお年を�



とう」と言うことができました。

厚見…一番福、いただきました。ニコニコで皆様にお裾分け。

ありがとうございます。

石野…ビンゴで10億円の宝くじが当たりました。年末まで、あ

れこれ考えます。夢をありがとうございます。

岩木…いつもよりビンゴが早く当たりました。来年は何かいい

ことがありそうです。ありがとうございました。

成島和仁…クリスマス・パーティー、最高！また、来年も！

中村…今日は楽しくトナカイの角をつけさせていただきまし

た。楽しく今年を締めくくり、明るい年を迎えたいと思

います。ニコニコと。

若林恵子…ビンゴで美しいお花をいただき、ありがとうござ

いました。来年はもっと早く当たりますように念じつ

つ、楽しい年忘れ家族会がアッという間に終了となり

ました。今年もあとわずか、元気にお正月を迎えたく思

います。

岩木…ビンゴ、いただきました。ありがとうございました。

向井…不室屋さんのプレゼント。嫁のお気に入りです。ありが

とうございます。

木屋…美味しいフルーツをいただきました。本日は楽しい年忘

れ家族例会をありがとうございました。

山縣…年忘れ家族例会にて素晴らしい賞品をいただき、あり

がとうございました。家族みんながニコニコです！

酒井…楽しく年忘れ家族例会を過ごしました。ビンゴゲームの

景品は「宝くじ」にしました。今日は天赦日なので、きっ

と良いことがあるでしょう！

小池田均…大変楽しいクリスマス家族例会、ありがとうござい

ました。向かい側には大島姉妹が美味しそうに御馳走

を食べていました。こちらはもう「おしまい」でした。

中島秀雄…ビンゴゲームで『外れ賞』をいただきました。楽し

い一夜に感謝して、この一年を送りたいと思います。

三平…ビンゴでビールのセットを大当たりしました。ありがと

うございます。ツエーゲンに寄付いたしまして、千円札

が少ししかなく、これだけでごめんなさい！！ニコニコ

と。

太田光尋…ビンゴ！！ありがとうございました！！！

小池田千代…ビンゴは当たりませんでしたが、景品はいただ

きました。来年に期待いたしております。

北川…年忘れ家族例会で綺麗なお花をいただきました。

北川佐和子…年忘れ家族例会で綺麗なお花をいただきまし

た。

黒木…年忘れ家族例会に楽しく参加させていただきました。

ありがとうございました。

二木…Jテーブルで2番目にビンゴが当たりました。今年は珍

しく、くじ運が良くて、カタログギフトをゲットしまし

た。

二木…次女が醤油をゲットしました。意外に家庭的かも…。

山本…ビンゴ！フルーツの詰め合わせをいただきました。

GET!フルーツの酵素（整腸作用で腸健康＆腸美人）い

ただきます。あんやと〜　アンヤト〜

山本雪子…大野湊に住んでいますが、お魚がさわれません。

お魚セットGET!　調理済みは重宝します。ありがとう

ございます。

澤木…延長戦も空しくビンゴ成立せず。「もれなく賞品」組で

『生醤油セット』をゲットしました。来年頑張ります。

小池田均…大変楽しいクリスマス家族例会でした。ビンゴで

10億円当たりました。これ以上、お金いらんがに…ニコ

ニコと。

大島淳光…年忘れ家族例会にて素敵な商品をいただきまし

た。ありがとうございます。

田中…ビンゴ！！嬉しい限りです。ニコニコと。

成島孝…楽しい年忘れ家族例会に参加出来まして、ありがと

うございました。ビンゴも当たりまして良かったです。 

忠田…ビンゴで賞品をいただきました。ありがとうございま

す。

星和浩…10億円の夢をいただき、ありがとうございました。

竹松…家内とティファニーがビンゴゲームで景品をいただきま

した。ありがとうございます。

中島淳一…楽しい会に参加でき、本当に感謝しております。金

沢勤務も3年目になりました。まだまだですが、努力し

徳野…ビンゴ、当たるべきして当たりました。夫婦生活もお金

で買えるもんですね！！気持ち良く、ニコニコと。

飯沼…ビンゴの賞品、ありがとうございます。今、小銭がな

いので、次回BOXに残りは入れますので許してくださ

い。

水上…ビンゴゲームのプレゼントをいただきました。ありがと

うございました。

星忠利…家族で年忘れ家族例会に参加させていただき、ビ

ンゴも当たりました。ありがとうございました。3歳の

娘も大喜びでした。また来年も参加させていただきま

す！

山岸…ビンゴで4人当たりました。ありがとうございます。

髙桑幸一…家族4人、お蔭様でビンゴ当たりました。

髙桑幸一…ありがとう！！孫が当たり、おまけです！！

諸江…夫婦でビンゴに当たりました。ありがとうございまし

た。

若林…ビンゴゲームで綺麗なお花をいただきました。いつも楽

しい会をありがとう。

根布寛・隆子…今日も楽しい時間をありがとうございまし

た。

谷村…家内や子供たちも含め、家族4人で楽しく過ごしまし

た。親睦委員の皆様、ありがとうございました。

能登…ビンゴです！ありがとうございました。

金谷…ビンゴが当たりました。メリークリスマス！楽しい一時

を過ごしました。

橋本…ビンゴが当たりました。ダートコーヒーの『世界のコー

ヒーのみくらべ』を楽しみます。ありがとう！

中田…最近、運が無かったのですが、ビンゴが当たり、これで

ツキが来たような気がします。ありがとうございます。

別川稔…ビンゴ、やっと当たりました。これで、今年のウンも

尽きたかな。

別川聡子…ビンゴゲームに当たりました。今年の良い締めにな

りました。ありがとうございました。

秋月…ビンゴでビールをいただきました。晩酌を楽しみにして

います。ありがとうございました。

てまいります。本日はありがとうございました。

大倉…家族例会、幹事の皆様、ありがとうございました。

古田…親睦委員として2度目の年忘れ家族例会を迎えまし

た。時間を忘れるほど楽しませてもらいました。皆様、

どうぞ良いお年を！！

能登…ニコニコ、ビンゴ！

南　…ヤマト味噌、ありがとうございました！！

小池田康秀…今夜は楽しいクリスマス例会をありがとうござ

います。親睦委員会の皆様、お疲れ様です。

南保みく…今日はビンゴなどがあって、たのしかったです。

田上櫂斗…きょうは楽しかったです。またいきたいです。

大島国雄…ビンゴ、最後でした。来年は一番先に当たる様、

願っております。

利光…盛り上がって、良かったネ。

柳内…無事、会が終わろうとしています。来年も楽しみにして

います。

宮本亮一…皆様、本日はニコニコBOXにたくさんご協力いた

だきまして、心から感謝申し上げます。また親睦委員会

の皆様、ありがとうございました。今夜の打ち上げは大

いに盛り上がってください。

　合計　894,771円

❖  12 月 14 日（月）例会報告 ❖

“年忘れ家族例会”

■出席率報告
11 月30日 62 ／ 99　ホームクラブ　62.62%

11 月16日 83 ／ 99　補正出席率　　83.83%

　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）


