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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

2017.1.30　No.2658

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

　12月12日(月)ANAホリデイ・イン金沢スカイにおき

まして、「年忘れ家族例会」が開催されました。当日は

115名もの方にご参加いただき、担当委員長として大変

嬉しく思いました。

　さて、今回のアトラクションは「マジック」でした。こ

のアトラクションに決まってから、親睦委員会のメン

バーは日本全国津々浦々のみならず、香港、シンガポー

ルからラスベガスまで世界中を飛び回り、最高のマジ

シャンを探しました。その結果、東京・丸の内にあります

マジック・バー「丸の内10時」の専属マジシャン・MAC

さんに白羽の矢が立ちました。参加者にはお子様たちも

沢山いますので、マジックの技術はもとより、エンターテ

イメント性、やんちゃな子供たちへの耐性なども考慮し

た判断でした。結果として、MACさんはマジックがやり

にくかったと思いますが、少なくとも子供たちは大喜び

だったように思います。ステージ・マジックでは、KAZさ

ん、MASAさんにもご登場いただき、華麗なマジックを

ご披露いただきました。ロープにトランプが引っ掛かっ

たり、生卵が出てきたり・・・さすがの腕前に驚かれたの

ではないでしょうか。

　また、納涼例会のフラダンスに続き、なるべくメンバー

にも参加してほしいという思いがありましたので、マジ
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年忘れ家族例会開催
シャン希望者を募りましたが、まさかの希望者なし…

(涙)。マジック講師に美人マジシャンを用意すべきだった

か…との思いを抱きながら、一人黙々とテーブルマジッ

クを練習しました。当日その成果を各テーブルで押し付

けがましく披露させていただきましたが、一部の方から

は好評をいただいたようです。温かい眼で見守って下

さった皆様、ありがとうございました。

　ビンゴゲームもテンポよく、賑々しく開催させていた

だきました。ビンゴの進行をしていただいた増田会員の

似合いすぎるサンタクロース姿も大好評でした。景品を

いただいた皆様もニコニコ、そして誰より三平委員長も

ニコニコだったように思います。

　最後の「手に手つないで」では、厚見エレクトの御挨

拶にもありましたが、金沢東ロータリークラブの皆の心

が一つになっていました。ご参加いただきました皆様、

ご協力いただきました皆様に改めて厚く御礼申し上げま

す。今後も親睦委員会一丸となって、田中会長の「明る

く　楽しく　心ひとつに」のスローガンのもと、一生懸

命努めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいた

します。

（記  親睦委員長:谷村庄太郎）

書き損じハガキを回収しています。

1月は職業奉仕月間です
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藤弥…奥ノ坊さん、岩本さん、鷺さん。金沢東ロータリークラブへのご入会おめでと
うございます。心から歓迎いたします。これから共に、楽しく活動していきま
しょう。

大島淳光…岩本さん、鷺さん、奥ノ坊さん。金沢東ロータリークラブご入会誠におめ
でとうございます。心から歓迎申し上げます。

宮本亮一…岩本さん、鷺さん、金沢東ロータリークラブへの入会、おめでとうござい
ます。お待ちしておりました。また、一緒に活動できることを本当にうれしく思
います。楽しんでいきましょう。

石野…岩本さん、鷺さん、この度は金沢東ロータリークラブへようこそ。あの団体に
引き続き、RCでもよろしくお願いします。

野村…1月4日、新たに「もりの里店」をOPENすることが出来ました。石川県内で4店
舗目で、金沢市内では西エリアの本社と東エリアのもりの里の東西の拠点と
なります。すべてのお客様に感謝し、精進してまいりますので、これからもよろ
しくお願いいたします。

大島国雄…70回目の誕生日を迎えて、家族に支えられ、元気でここまで来ました。こ
れからも健康に注意し、ガンバローと思います。

岩木…お誕生日のお祝いをいただきまして、ありがとうございます。とうとう還暦と
なりました。初心に帰って人生を送りたいと思います。今後ともご指導の程よ
ろしくお願いいたします。

田中…今日、還暦を迎えました。新たな人生の出発と考えています。まだまだ若い者
には負けられないと思っています。

木藤…お誕生日のお祝いをありがとうございます。先日、21日生れの大島さん、鏑木
さんと3人でお祝をしました。こちらの両名は皆様もご存知の通り、ワイン通
の方々で美味しいワインを持込みしていただき、話に花を咲かせました。

野村…1月20日に53回目の誕生日を迎えました。昨年の健康診断で赤チェックがたく
さんあったこともあり、飲み過ぎに注意し、1年を過ごしたいと思います。

鏑木…ついに赤いハオリを着る歳になりました。先週、1月21日生れの大島先輩と木
藤さんと、ワインとフランス料理でお祝いしました。因みに、1月21日生れは
アーノルド・パーマー、上杉謙信、高田純次さんです。

石野…今年も1月誕生日と結婚記念日のお祝いをありがとうございました。家内の誕
生日も1月1日ということで、イベントごとは全て1月で終わるので、うっかり忘
れることもありません。22年経ってもニコニコと。

山崎勝治…5ヵ年皆出席会員配偶者表彰のお祝い、誠にありがとうございました。10
カ年もお祝いしていただける様、頑張っていきたいと思います。

　合計　988,945円　

❖  1 月 23 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
12月19日 62 ／ 101　ホームクラブ　61.39%
12月12日 86 ／ 101　補正出席率　　85.15%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

〈 例会メニュー 〉
1月30日 〈中華〉新春北陸の旬の食材を使って！
2月  6日　新春懇親例会（松魚亭）
2月13日 〈洋食〉平目と蟹身のズッキーニ包み  ミルフィーユ仕立て
2月20日 〈和食〉如月定食、春の香り
2月27日 〈中華〉あったまるピリ辛、四川料理をメインに

❖  1 月 30 日（月）例会 ❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
 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）
  「『合理的配慮』ということば
  　〜障害者差別問題のこれから〜」

■例会卓話予定
 2 月  6日  新春懇親例会（18：00〜　松魚亭）
 2 月13日  キリンビール㈱北陸支社長
  粟

あわもりまさや

森昌哉氏（金沢東RC）
 2 月20日  金沢美術工芸大学理事長・学長　前

ま え だ

田昌
まさひこ

彦氏
  「これからの美大について」
 2 月27日  金工作家・重要無形文化財保持者（人間国宝）
  中

なかがわ

川　 衛
まもる

氏（金沢東RC）
 3 月  6日  日本銀行金沢支店長　小

お ざ わ

澤浩
こうたろう

太郎氏（金沢RC）
  「日本銀行の機能と役割について」
 3 月13日  三谷産業㈱常勤監査役　高

た か た

多倫
みちまさ

正氏（金沢東RC）
 3 月27日  ㈱みずほ銀行金沢支店長　大

おおいし

石 泰
やすまさ

正氏（金沢東RC）

■おめでとう（敬称略）
◎12月年間皆出席祝

29ヵ年　高桑　秀治  2ヵ年　村端　一男
  2ヵ年　野村　圭作

■ニコニコBox（敬称略）
忠田…本日の卓話は、㈱キュービクスの丹野社長にお願いいたしました。お話を大変

楽しみにしております。よろしくお願いいたします。
岩本…この度、金沢東ロータリークラブに入会をさせていただき、ありがとうござい

ます。今後ともよろしくお願いいたします。
奥ノ坊…新入会させていただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろし

くお願いいたします。
鷺　…この度は、金沢東ロータリークラブに入会をさせていただき、ありがとうござ

います。これからよろしくお願いします。
田中…本日、入会されました岩本さん、鷺さん、奥ノ坊さん、ロータリアンライフを存

分に楽しんでください。応援いたします。
鈴木宗幸…本日、新会員の奥ノ坊さん、岩本さん、鷺さんをお迎えしました。楽しい

ロータリーライフをお過ごしください。
木村…奥ノ坊さん、岩本さん、鷺さんの金沢東ロータリークラブへの入会を心より歓

迎いたします。
米沢…今回、新会員の奥ノ坊さんの推薦人をさせていただきました。皆様方のご指導、

ご鞭撻をよろしくお願いします。

◆社会奉仕委員長会議
日　時：2月4日（土）　10:00〜12:00
場　所： 石川県地場産業振興センター　新館2F「第10研修室」
出席予定者：竹松

◆ロータリー財団補助金管理セミナー
日　時：2月4日（土）　10:00〜12:00
場　所： 石川県地場産業振興センター　新館5F「第12研修室」
出席予定者：木屋

◆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。

◆金沢8RC合同幹事会
日　時：2月13日（月）　16:00〜
場　所： 金沢東急ホテル5F
出席予定者：木村

◆2月親睦委員会
日　時：2月13日（月）　18:30〜
場　所：みふく
会　費：10,000円

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.


