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「明るく  楽しく  心をひとつに」

2016 -2017年度  金沢東RCテーマ
会　長　田中 和彦

❖  12 月 19 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19日  金沢ホームケアクリニック院長　黒

く ろ せ

瀬亮
りょうた

太氏

  「在宅医療について」

■例会卓話予定
12月26日  休会

 1 月11日  金沢8RC新年合同例会

  （18：30〜　ホテル日航金沢）

 1 月23日  ㈱キュービクス代表取締役社長　丹
た ん の

野　博
ひろし

氏

  「血液を使った消化器がんスクリーニング」

 1 月30日  内田清隆法律事務所弁護士

  渡
わたなべ

辺数
か ず ま

磨氏（金沢東RC）

  「未定」

 2 月  6日  新春懇親例会

  （18：00〜　松魚亭）

■おめでとう（敬称略）

◎11月年間皆出席祝

49 ヵ年　諸江　賢二  30 ヵ年　大島　国雄

■ニコニコBox（敬称略）

山岸…今年、3人の孫を連れてクリスマスに出席できました。

孫たちもとても楽しみにしております。よろしくお願

いいたします。

笠間…お蔭様で何とか35年、無事に過ごすことが出来まし

た。これも皆様と家内のお蔭です。

北川…家内が30ヵ年皆出席会員配偶者表彰を受けました。

いろいろありがとうございました。

厚見…配偶者表彰ありがとうございます。元気で15年間皆

出席できたのも妻のお蔭と感謝いたしております。

金谷…10カ年の皆出席会員配偶者表彰を受けることが出

来て、ありがとうございます。しかし、横にはいませ

ん。家にいます。

根布…5ヵ年の皆出席配偶者表彰をいただきました。あり

がとうございました。
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谷村…たくさんの会員、ご家族の方にご参加いただき、あり

がとうございました。私も家族4人ですっかり楽しま

せていただきました。

大島淳光…家族例会、大変楽しい時間を過ごすことが出来

ました。ありがとうございます。

柳内…谷庄さんの素晴らしいマジックを目の前で見せても

らいました。ありがとう、お疲れ様。

金谷…今日は楽しく過ごさせていただきました。ありがと

うございます。

藤弥…年忘れ家族例会に、初めて妻、長男と参加させてい

ただきました。皆、とても喜んでくれました。素晴ら

しい機会をありがとうございました。

渡辺…キラキラジャケットの思い出とカステラをいただき

ました！ 本年もありがとうございました。

紙谷…設営、ご苦労様でした！

Ｆテーブル一同…谷庄さん、素晴らしいマジック、ありがと

うございます。さすが、金沢のジェントルマンですね。

成島…楽しい会をありがとうございました。

気谷…皆様に楽しんでいただき良かったです。

増田…ビンゴの司会をさせてもらいました。お蔭様で景品

は最後の1つ。残り物には福が。

小池田康秀…うちの家内がビンゴゲーム1番で、中華おせち

をいただきました。感謝！

南　…お食事券、ありがとうございました！

南　…カタログギフト、ありがとうございました！

南　…ヤマト醬油味噌の調味料、ありがとうございまし

た！

南　…おいしそうなフルーツ詰合せ、ありがとうございまし

た。

中村…今年も楽しい1年をありがとうございました。久し振

りにビンゴ、当たりました。

井上…年忘れ家族例会に久し振りに家内と2人で参加させ

ていただきました。手品は「神ってる」し、ビンゴは

当たるし、大満足でした。親睦委員会の皆様、ありが

とうございました。

中島秀雄…やっとのことで、コーヒーカステラにありつけま

した。

水上…マジックショー、楽しめました。ビンゴでは宝くじを

いただきました。もし10億円当選したら、ロータリー

に1億円寄付します。

木藤…今日も大変、楽しかったです。マジックにビンゴゲー

ムに一喜一憂しました。ありがとうございます。

冨久尾…ビンゴでXmasプレゼントをいただきました。親

睦委員会の皆様、お世話様でした。

山本晴一…マジックもビックリ！ ビンゴもニッコリ！ 家族

例会を楽しませていただきました。ありがとうござ

います。

山本雪子…緊張しました。でも、マジックで心も顔もほぐれ

ました。楽しい企画をありがとうございました。ビク

トリアと再会できてうれしかったです。日本語もとて

も上達しておりました。ありがとうございました。

Victoria …ビンゴ当たりました。

向井…ビンゴで水上さんのところのコーヒーカステラをい

ただきました。遅いビンゴでしたが、遅くても福があ

るようです。

根布…ビンゴゲームでお正月用ビールをいただきました。た

らふく飲むゾ〜

蟹瀬…コーヒーカステラをいただきました。ありがとうござ

います。マジック、感動しました。

中島淳一…本当に楽しい時間でした。ありがとうございま

した。来年も参加できるかな〜？

黒木…ビンゴの景品、ありがとうございました。

高岩…今年のクリスマスも最高！！

鏑木…ビンゴ、ありがとうございます。

北川…年忘れ家族例会で家内と2人で、ビンゴが当たりまし

た。ニコニコと！

若林智雄…楽しい会をありがとう。手品、トランプの芸は素

晴らしかったです。ビンゴでお花をいただきまして、

ありがとうございました。

若林恵子…ビンゴゲームで楽しい景品をいただきました。
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ありがとうございます。楽しいクリスマスパーティを

ありがとう。

諸江…ビンゴで当たりましたので、ニコニコと！！

能登…ありがとうございます。ビンゴゲームはいつも最後ま

で残りますが、時間切れでニコニコと！

石野…親睦委員会の皆様、楽しいビンゴゲームをありがと

うございました。何故か息子が嬉しそうにビールを

GETして喜んでいました。自分の分だと言い張って

います。ニコニコと！

二木…今日は家族全員で参加しました。Victoriaのお蔭で

す！！

二木…家内が炊き込みごはんの素をいただきました。あり

がとうございます。

二木…長女がお蔭様でシクラメンの鉢をいただきました。

ありがとうございました。

二木…次女が大好きな不室屋のお吸い物をいただいてきま

した。ありがとうございます！！

星忠利…ビンゴで当たりました！ 家族は大喜びです！ あ

りがとうございました。

星忠利…また、ビンゴで当たりました！ ありがとうござい

ました！

星忠利…またまた、ビンゴが当たりました！！ ありがとうご

ざいました！！

和田…ビンゴで当たりました。来年も良い年でありますよ

うに。

田中…ビンゴ―！！！ 大好きな不室屋さんの御品をいただ

きました。明日からの食事が楽しみです。

厚見…ビンゴ1：カタログギフト、ビンゴ2：10億円、ビンゴ

3：モナカ　ありがとうございました。

髙桑幸一…ビンゴ、家族全員当たりました！！ ありがとう

ございました。

小池田康成…ビンゴ、当たりました。ありがとうございます。

小池田千代…ビンゴ、当たりました。ありがとうございます。

大島国雄…ビンゴにて、宝くじ10億円。ありがとうござい

ます。

高桑秀治…早々にビンゴが当たりました。ありがとうござ

います。マジックトランプ効果でしょうか？

岩木…ビンゴの賞品をいただきました。ありがとうござい

ました。

徳野…家族例会で早々にビンゴが当たりました。楽しい時

間をありがとうございました。

徳野…またビンゴが当たりました。ありがとうございまし

た。

三平…ビンゴゲームでヤマト醬油さんの『玄米甘酒』をいた

だきました。楽しい時間をありがとうございました。

　合計　882,145円　

❖ 12 月 12 日（月）例会報告 ❖

“年忘れ家族例会”

■出席率報告
11月28日 59 ／ 101　ホームクラブ　58.42%

11月21日 83 ／ 101　補正出席率　　82.18%

　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）
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◆金沢市在住留学生への生活用品贈呈式
日　時：12月19日（月）　14:00 〜
場　所：石川県留学生交流会館　1F「研修室」
出席予定者：田中、木村、小池田康秀、紙谷

◆金沢8RC新年合同例会
日　時：1月11日（水）　18:30 〜
場　所：ホテル日航金沢　4F「鶴の間」
会　費：5,700円（全員登録）
※1/16㈪の例会は新年合同例会に振替のため休会です。

◆ロータリー情報委員会（新会員研修会）
日　時：1月23日（月）　11:30 〜
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ　10F「加賀の間」

◆1月親睦委員会
日　時：1月24日（火）　18:30 〜
場　所：割烹　たな華
会　費：12,000円

◆新春懇親例会
日　時：2月6日（月）　18:00 〜
場　所：松魚亭
会　費：10,000円
※2/6㈪昼の例会はございません。ご注意下さい。

〈 例会メニュー 〉
12/19 〈洋食〉冬の洋風鍋料理、魚介のマルセイユ風

　金沢東RCの年内の例会は12/19例会で終了し、
新年は1/11 金沢８RC新年合同例会（18:30〜ホテ
ル日航金沢）、通常例会は1/23例会からとなります。
※12/26、1/16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.

書き損じハガキを回収しています。

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

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19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

良いお年を�


