No.2693

2017.11.27

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

国際ロータリー第 2610 地区

2017-2018 地区大会報告
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休憩を挟み、当地区の米山記念の奨学生と地区国際
青少年受入留学生達が壇上で紹介され、当RCのブルッ
クも日本語で自己紹介をしていました。ちょっと緊張気
味でしたが、上手にゆっくりとお話し出来たと思います。
後で聞いたら、
「緊張して用意した原稿を2～3行飛ばし
ちゃった」と言っていましたがナイストライでした。
本会議Ⅱでは、松本耕作ガバナーノミニー（金沢RC）
の紹介＆挨拶が有り、また次期地区大会は富山RCの
ホストに成る事が報告され、若林啓介ガバナーエレクト
（富山RC）の挨拶と次期地区大会実行委員長に大会
10月28日（土）と29日（日）の二日間にわたり、加賀
市文化会館において今年度の地区大会が開催されまし
た。

の鍵の伝承が行われて閉会されました。
最後に大懇親会があり、マグロの解体ショー等、吟味
された美味しいおもてなしに、懇親を深めました。

初日は下口幸雄ガバナーの開会点鐘からはじまり、

なお、前日の27日（金）には地区大会記念ゴルフコン

折橋健次大会実行委員長＆西川昌之大会実行委員長＆

ペが催されており、当会からは7名が参加し、3位に石

下口ガバナー＆本田博己RI会長代理（前橋RC）の挨拶

野会員、9位に向井会員、他に紙谷会員、田中会員のご

と続きました。その後の本会議では、大会決議案が採

健闘により、団体戦で金沢東RCが準優勝することがで

択され、その後米山学友ホームカミングスピーチがタ

きました。メンバー同士の親睦を大いに盛り上げて頂き

イ国から来たテムラック君によって行われ、これが実に

ありがとうございます。
（記

熱の入った感動的なスピーチでありました。米山記念奨

幹事：山本

晴一）

学会がみごとに有効な成果を産み続けている事はメン

11 月理事役員会報告（11月13 日）

バーとして大変嬉しくこのスピーチは心に残る良いイベ

1．2018-2019年度理事・役員（案）の件…原案通り承認。
12/4年次総会に諮る。

ントでありました。
二日目の日曜日は、本会議にて、現況報告やＲ財団記
念事業報告等があり、引き続き記念講演が催され、
「心
豊かに生きる」として南蔵院第23世の林覚乗住職の笑
いあり、涙ありの話術に引き込まれ、目の前にある自ら
の役割に全力で取り組もうという趣旨のお話しがあり
ました。

2．退会者の件…承認
おやまえいじ

・小山英治会員…人事異動のため、9/25付で退会
3．2018-2019年度交換学生受入の件…承認。
1月より受入体制を整える。
・ Kaitlyn BROWNさん
オーストラリア国クイーンズランド州ギンビー市在住
（2000.6.16生17歳）

■ ニコニコ Box（敬称略）

会務報告
❖

11 月 27 日（月）例会

❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
11月27日		 葵屋 国際中医薬膳師・漢方薬ブレンダー栄養士
たかだ り

か

		 美構造開脚システムインストラクター 高田利佳氏
		 「体をいたわる冬の過ごし方」

■例会卓話予定
12月 4日		 ダートコーヒー㈱業務部長

なかにしやすひと

中西泰仁氏

		 「『コーヒー』で世界はつながる」
12月11日		 年忘れ家族例会（ANAホリデイ･イン金沢スカイ）
12月18日		 西日本旅客鉄道㈱金沢支社長
こ じ ま くにまさ

		 児島邦昌氏（金沢西RC）

中村…卓話の講師として、荷川取義浩氏をお招きしました。
ハンドボールに少しでも親しんでいただけたらと思い
ます。併せて、北國銀行“Honey Bee”の応援もよろ
しくお願いします。ニコニコと。
米沢…昨日の最終戦で本年度のリーグが終了しました。な
かなか勝てない時期が続きましたが、選手が成長し、
終盤7試合が4勝3分けで終わり、17位という結果で
した。東ロータリーの皆様には、この1年熱い応援を
いただき、心から感謝申し上げます。ありがとうござ
いました。
木村…お誕生日のお祝をいただき、ありがとうございます。
54歳になりました。
村端…お誕生日の御品をありがとうございました。一年一
年、頑張ってまいります。
越原…結婚記念日に綺麗なお花をいただきまして、ありが
とうございました。夫婦ともに健康で記念日を迎える
ことができましたことに感謝して。
合計

		 「未定」

709,300円

12月25日		 休会
1 月11日		 金沢8RC新年合同例会（ホテル日航金沢）
1 月15日		 休会
❖

■おめでとう（敬称略）
◎10月年間皆出席祝
45ヵ年 浅田 裕久
28ヵ年 鈴木 宗幸

11 月 20 日（月）例会報告

❖

■出席率報告
28ヵ年 中島 秀雄
23ヵ年 松木 浩一

11月 6日

47 ／ 98

ホームクラブ

47.96%

10月29日

73 ／ 98

補正出席率

74.49%

（出席免除会員5名）

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

11月はロータリー財団月間です
〈 11月例会メニュー 〉

◆11月親睦委員会
日

時：11月28日（火） 18:30〜

場

所：ジャルダン

会

費：10,000円

ポール・ボキューズ

◆ロータリー・リーダーシップ研究会
日

時：12月2日（土） 9:30〜17:00

場

所：石川県地場産業振興センター

会

費：3,000円（クラブ負担）

本館「第6研修室」

出席予定者：徳野、向井
◆60周年実行委員会
日

時：12月4日（月） 18:00〜

場

所：かなざわ石亭

会

費：8,000円

◆年忘れ家族例会
日

時：12月11日（月） 18:30〜

場

所：ANA ホリデイ ･ イン金沢スカイ18F

会

費：会

員…………………10,000円

ご家族（中学生以上）…8,000円
ご家族（小学生以下）…5,000円

27日 〈中華〉季節野菜のクリーム煮をメインに体温まる食材で

※12/11 昼の通常例会はありません。ご注意ください。
◆金沢8RC新年合同例会

当クラブの年内の例会は12/18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1/22例会からとなります。
※12/25、1/15は休会です。

日

時：1月11日（木） 18:30〜

場

所：ホテル日航金沢4F「鶴の間」

会

費：5,700円

※1/15 昼の例会はありません。ご注意ください。

