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夏の納涼例会開催
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夏の納涼例会が8月28日午後6時半から、東山の六角
堂Grill＆Barで催された。夫妻同伴の会員ら62人がおい
しいステーキと美酒を堪能。アトラクションでは、情熱の
国スペインの音楽・舞踏フラメンコが披露され、熱い一夜
を楽しんだ。
例会では、浴衣姿の厚見会長がＮＨＫの朝ドラ「ひよっ
こ」の名場面から「楽しい時間はどうしてあっという間
に過ぎてしまうのでしょう」
「日本を背負っているという
自覚を持って取り組みましょう」などの深い言葉を紹介。
交換学生Brooke ALMQUISTさんが日本語であいさつ
し、厚見会長からバナーが手渡された。
続く懇親会では、山縣親睦委員長が「今年の納涼例会
のテーマは『熱い夏をもっと熱く』。みなさんにフラメン
コを楽しんでもらいます」と開宴を宣言した。武蔵地区
でフラメンコ専用スタジオ「スタジオ・エストラージャ」を
主宰する忠縄美貴子さんらが紹介され、まずは「ファン
ダンテ」という求愛の舞踏を披露。会場の熱気と興奮が
一気に高まった。
乾杯は、サカイダフルーツの小池田社長夫妻が特別に
用意した高級ぶどう「ルビーロマン」のソフトスパーク
リングワインで。気品のある甘い香りに魅了された。リ
ニューアルした「キリン一番搾り」も振る舞われ、親睦
委員のメンバーが野球場で目にする売り子に扮してサー
バーを背に担ぎ、新鮮なビールをついで回った。
ステーキを焼く音と煙が会場に立ち込め、熱気がぐん

ぐん増す中、フラメンコのメーンステージへ。忠縄さんか
らフラメンコのミニ解説があり、
「パルマ」と呼ばれる手
拍子のタイミングの取り方を全員で練習し、気分はすっ
かりスペインの本場にいるよう。
フラメンコは、スペイン南部のアンダルシア地方で生ま
れたとされる舞踏と音楽。ギターの旋律とカンテと呼ば
れる歌が、激しい踊りと一体となって観る者の心を揺さ
ぶる。忠縄さんら三人の女性が「アレグリアス」など３曲
を渾身の舞いで披露。ギターの音色と歌、ステップの音
が会場に響きわたり、会は最高潮に達した。
「夫と一緒にフラメンコを楽しむことが出来て幸せで
す」と小池田利花さん。フラメンコの熱い余韻が残る中、
全員で「手に手をつないで」を合唱し、お開きとなった。
（記 親睦委員会：大場 司）

９月理事役員会報告（9月11日）
1．出席免除の件…承認。
・中川 衛会員…金沢東RC定款第9条第3節
（b）項により、免除願
・山﨑修二会員…金沢東RC定款第9条第3節
（b）項により、免除願
2．新会員候補者の件…承認。全会員へ告知する。
・横山秀雄氏…日本ユニシス㈱北陸支店長（S38.3.2生 54歳）
（職業分類：情報処理サービス
推薦人：浅田裕久、浅田久太、鏑木基由会員）

3．2018-2019年度交換学生派遣の件…承認。
・高岩祐輔君…北陸学院高等学校1年
（高岩勝人会員ご子息）

4．その他
・規定審議会の決定を受けて、クラブ細則・組織・
内規等の見直しのための委員会設置を検討する。

9 月 25 日（月）例会
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■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
9 月25日		 北陸大学薬学部医療薬学講座
りゅうえんえい
		 教授・医学博士 劉 園 英氏
		 「夏の疲れを吹き飛ばす」

■例会卓話予定
10月 2日		
		
10月16日		
		
10月23日		
		
		
10月29日		
		
11月 6日		
		
		

カ

ル

やまざきまさたか

クロースアップマジシャンCULL 山崎真孝氏
「マジシャンの話」
がざん
米山奨学生 尕藏君（白山石川ＲＣ）
「未定」
WOMANS FITNESS H&B
よしだゆうこ
ホットヨガ店長 吉田優子さん
「ヨガと健康」
国際ロータリー第2610地区大会
（加賀市文化会館・ホテルアローレ）
三井住友信託銀行㈱金沢支店兼金沢中央支店長
みついせいじ
三井誠司氏（金沢東RC）
「未定」

■ おめでとう（敬称略）

◎８月年間皆出席祝
31ヵ年 北川 義信		11ヵ年 金谷 道憲
5ヵ年 浅田 久太		 2ヵ年 気谷 源嗣
1ヵ年 小山 英治		 1ヵ年 髙多 倫正

■ ニコニコ Box（敬称略）

根布…昨日、一昨日、兵庫県で開かれたジャパンマスターズ水泳大会に参加
し、年代別50ｍ背泳ぎで3位入賞、リレー種目でも2種目で入賞しまし
た。来年こそ優勝を目指して頑張ります。
飯沼…当ホテルの18階「トップオブカナザワ」の改装が終了しました。皆様
のお蔭です。今月25日月曜日の例会日に新しい会場で皆様をお迎え
出来ます。
井上…ベルギー短期留学に参加された竹松沙央里さん、髙田佑子さん、小池
田康聡君、石野可南子さん、大島咲絵子さん、帰国報告のスピーチや
会報への寄稿をありがとうございます。この素晴らしい経験や思い出
は人生の宝物になると思います。随行されました中田副会長、お疲れ
様でした。
石野…長女が8月のベルギー短期留学から無事帰国しました。ロータリーの
お蔭で、青春を謳歌しているようです。若いっていいな！
大島淳光…長女の咲絵子がベルギー短期交換プログラムより無事に帰国い
たしました。皆様には大変お世話になり、ありがとうございました。
中田…金沢東ロータリークラブでホストした交換学生の第1号であるパメ
ラ・ジェンスンさんとご主人のエドさんの里帰りを歓迎します。
髙桑幸一…ようこそ金沢へ‼ パメラ・ジェンスン夫妻をお迎えして。
厚見…パメラさん、エドさんご夫妻のご来訪を歓迎して。
井上…パメラさん、40数年ぶりに金沢へWELCOME AGAINです。素晴ら
しいスピーチをありがとうございました。
髙多…今月30日で64歳になります。外見は全くその通りなのですが、内面は
年輪の数が合わない（少ない）と思わざるを得ません。一日一日精進
あるのみだと思ってはいるのですが…
大倉…誕生日祝い、ありがとうございます。55歳、アラ60（six ten）となり
ました。
宮本亮一…誕生日をお祝いただき、ありがとうございました。とうとう50歳
になりました。
鷺 …誕生祝い、ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
木屋…お誕生日のお祝をいただき、ありがとうございます。44歳になります。
山本…お誕生日のプレゼント＆お祝いをいただきました。実は還暦（赤い
ちゃんちゃんこ）です。子供達にも先日、お祝いをいただいたのでニコ
ニコです。
野村…今月、31回目の結婚記念日を迎えました。健康に留意し一年一年、大
切に歩んでまいります。

木藤…本日の卓話に元中日新聞社の澤木さんからのご紹介で、千本民枝さん
より端唄をご披露させていただきます。初めてなので楽しみです。ど
うぞよろしくお願い申し上げます。

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.

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

９月は基本的教育と識字率向上月間・
ロータリーの友月間です。
〈 9月例会メニュー 〉
25日 〈洋食〉鰈と帆立のクールジェット巻き キスのベニエ添え

合計
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450,400円

9 月 11 日（月）例会報告
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■出席率報告
8 月28日

42 ／ 98

ホームクラブ

42.86%

8 月21日

79 ／ 98

補正出席率

80.61%

（出席免除会員5名）
◆副会長指名委員会
日 時：9月25日（月） 13:40〜
場 所：ANA ホリデイ ･ イン金沢スカイ18F
出席予定者：米沢、岩木、田中、厚見、中田、徳野、山本
◆９月親睦委員会
日 時：9月28日（木） 18:30スカイ前よりバスにて出発
場 所：和田屋
会 費：10,000円
◆ロータリー情報委員会（新会員研修会）
日 時：10月2日（月） 11:30〜
場 所：ANA ホリデイ ･ イン金沢スカイ18F
◆職業奉仕研修旅行
日 時：10月7日（土）〜8日（日）
行 先：長崎方面（長崎くんち、軍艦島クルーズ、大村湾cc他）
会 費：観光組……110,000円
ゴルフ組…105,000円（プレー代各自負担）
◆理事役員会
日 時：10月16日（月） 13:40〜
場 所：ANA ホリデイ ･ イン金沢スカイ18F

