
世界へのプレゼントになろう
 Be a gift to the world
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〈 2月例会メニュー 〉
22日	〈洋食〉魚介と新春野菜のブイヤベース仕立てサフランの香り
29日	〈中華〉鱈と野菜のピリ辛豆板醤煮込みをメインに

2月は平和と紛争予防/紛争解決月間です

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

書き損じハガキ回収にご協力下さい。

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

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.

◆ロータリー情報委員会（新会員研修会）
日　時：2月22日（月）　11:30〜
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18Ｆ
出席予定者：渡辺、岩木、山岸、能登、二木

◆2月親睦委員会
日　時：2月22日（月）　18:30〜
場　所：みふく
会　費：10,000円

◆石川第1分区次年度会長・幹事連絡会
日　時：2月28日（日）　17:00〜
場　所：金沢東急ホテル		4Ｆ「手鞠」
会　費：7,000円（クラブ負担）
出席予定者：田中、木村

◆ロータリー情報委員会（新会員研修会）
日　時：3月7日（月）　11:30〜
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18Ｆ
出席予定者：蟹瀬、岩木、山岸、能登、米沢、小池田康秀

◆会長エレクト研修セミナー（PETS）
日　時：3月13日（日）　13:30〜19:30
場　所：ホテルニューオータニ高岡
会　費：10,000円（クラブ負担）
出席予定者：田中

◆金沢8RC新旧幹事会
日　時：3月23日（水）　13:40〜
場　所：金沢ニューグランドホテル
出席予定者：能登、木村

		4月11日		 春の特別例会

■ニコニコBox（敬称略）
泉（石川第1分区Aガバナー補佐）…第3回の補佐訪問にまいり

ました。今後ともよろしくお願いします。
能登…ご多忙のところ、泉ガバナー補佐訪問、ありがとうござ

います。
川杉…誕生日のお祝いを頂戴し、誠にありがとうございました。

ある占いの先生にお聞きしたら、この1年はとても充実
した1年になるとのことでしたので、前を向いて、ただ前
を向いて頑張っていきたいと思います。

宮本亮一…本日の卓話講師に、保険代理店である弊社の担当
をいただいております損保ジャパン日本興亜の中村さ
んをお招きいたしました。皆様のお役に立てるお話をよ
ろしくお願いします。

　合計　1,118,221円　

❖  2 月 15 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
	2	月		1日	 50 ／ 99　ホームクラブ　50.51%
	1	月25日	 77 ／ 99　補正出席率　　77.78%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

❖  2 月 22 日（月）例会 ❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile,	Sing	a	Song”

■本日の卓話
		2月22日		 主計町まゆ月女将　川田恵子氏
	 	 「主計町と私」

■例会卓話予定
		2月29日		 金沢東ローターアクトクラブ会長　笠

かさはらたかひろ

原啓弘君
	 	 「ローターアクト活動報告」
		3月		7日	 金沢東RC会員　諸

もろえ け ん じ

江賢二氏
	 	 「金沢東ロータリークラブ今昔」
		3月14日		 英語パフォーマンス・トレーナー　橋

はしもと

本亜
あ き こ

希子氏
	 	 「ペラペラじゃなくても大丈夫
	 	 	 −	チョイペラ英語で世界へ」
		3月28日		 未定
		4月		4日	 ㈱ヴェルテブラ昴　代表取締役　三

みひら さ ゆ み

平佐弓氏
		（金沢東RC）

	 	 「筋トレは世界を救う」



2016〜2017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 中田　吉則（理）

職業分類
会員選考 別川　　稔 大島　国雄 北川　義信、諸江　賢二、若林　智雄

会員増強 藤弥　昌宏 橋本　好哲 浅田　久太、日根野幸子、金谷　道憲

ロータリー情報 鈴木　宗幸（理） 山﨑　修二 不室　　昭、小池田康成

親　　睦 谷村庄太郎 白川ひとみ

秋月　浩志、天野　重人、古田　善也、本田　哲哉
星　　和浩、蟹瀬　　克、川杉　朋弘、気谷　源嗣
松本　浩平、本谷　裕二、中島　淳一、成島　和仁
成島　　孝、大倉　　彰、我妻　博志、渡辺　数磨

出　　席
ニコニコ 三平　佐弓 平野　利康 飯沼　潔人、北　総一朗、山縣　秀行

プログラム 井上英一郎（理） 村端　一男 忠田　秀敏、水上　誠子、高岩　勝人、高桑　秀治
柳内　清孝

会　　報
広　　報
雑　　誌

根布　　寛（理） 絹川　善隆
鏑木　基由、木藤衣妃子、村田　　淳、西川　英治
坂本　憲一、澤木　範久

職業奉仕
（ロータリー･ボランティア）

徳野与志一（理） 野村　圭作
荒木　吉雄、金子　福夫、中川　　衛、太田　有彦
山岸　敬秀

社会奉仕
青少年奉仕

竹松　俊一（理）

環境保全
人間尊重 山崎　勝治 中村　和哉 星　　忠利、松木　浩一、利光　克仁

地域発展
奨学財団 宮本　亮一 朝倉　宏太 安達　　洋、笠間　史盛、酒井　道行、和田　清聡

協同奉仕
（ローターアクト）

向井　健夫（理） 冨久尾佳枝 並木　幹夫、岡田　直樹、高屋喜久子

協同奉仕
（インターアクト）

小池田　均（理） 黒木　康生 湊　　康久、宮本　秀夫

国際奉仕
（ロータリー友情交換）

小池田康秀（理）

国際青少年計画
世界社会奉仕 紙谷　一成 南　　志郎 二木　克明、越原　悠三、松本　健夫

ロータリー財団
米山記念奨学会 木屋　満晶 粟田　真人 浅田　裕久、久田　欣一、太田　光尋

60周年実行委員会 米沢　　寛（理）

会　長	 田中　和彦（理）	 理　事（職業奉仕）	 徳野与志一　　　
副会長（会長エレクト）	 厚見　正充（理）	 理　事（社会奉仕）	 竹松　俊一
副会長（クラブ奉仕・会長ノミニー）	 中田　吉則（理）	 理　事（国際奉仕）	 小池田康秀
幹　事	 木村　道明（理）	 理　事（60周年）	 米沢　　寛
副幹事	 山本　晴一	 理　事	 井上英一郎
S A A 	 石野　一樹（理）	 理　事	 小池田　均
副SAA	 大島　淳光	 理　事	 向井　健夫
会　計	 高桑　幸一（理）	 理　事	 根布　　寛
監　査	 中島　秀雄	 理　事		 鈴木　宗幸
直前会長	 岩木　弘勝	 直前幹事	 能登健太朗

	 ＜地区役員＞	 ローターアクト副委員長　高屋喜久子	 国際青少年交換委員	 中田　吉則	 	
	 	 職業奉仕委員	 松本　健夫	 国際青少年交換委員	 竹松　俊一	 　　　

　　　　　　　　　　（2016.7.1 より実施）


