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は当たり前であった喫煙なども新しい時代では非常識

年忘れ家族例会開催

とされるなかで、いろんな意味において変化することが
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九紫火星の年回りしかり、まさに「今、この瞬間を直向

求められていると話されました。元号が変わる事しかり、
きに」新しい時代に向け自らを変化させ、進化させなく
てはならないという熱いメッセージをいただきました。
アトラクションはハープ、バイオリン、フルートの三重
奏。ハープの優しい音色と軽やかなバイオリン。そして
透き通るフルートの音色が会場を包み込みました。時節
柄クリスマスにちなんだ楽曲の演奏もあり、出席された
メンバーをはじめ、ご婦人やお子様そしてお孫様たちに
素敵なひと時を楽しんで頂きました。
恒例となったビンゴゲームもテンポよく賑々しく開催

12月11日（月）ANAホリデイ・イン金沢スカイに於い

され大いに盛り上がりました。景品はとても充実してお

て「年忘れ家族例会」が開催されました。当日は会員97

り、出席されたほとんどの方々に素敵な品物がいきわた

名とそのご家族の方々にご参加を頂き盛大に開催する

り、まさにニコニコで溢れておりました。当クラブなら

ことが出来ました。

ではのとてもアットホームな雰囲気づくり。企画進行を

厚見会長は挨拶で、4月30日に天皇陛下がご退位され

いただきました親睦委員会の方々本当に有難うござい

皇太子さまの即位が行われ平成が終わり新しい元号が

ました。絶妙な司会進行とプレゼントの受け渡しはまさ

定められること。そして2018年の年回りは戊戌九紫火

にプロ顔負けの素晴らしさでありました。

星の年であり、
「九」という数字は数の中で最大のもの

ラストの「手に手つないで」においてもいつものよう

で、
「九つの星のテーマを積み重ねていくと太陽のよう

に息がぴったり。簡単なようでとても難易度の高いチー

に光に満ちて次の目標を定めるがごとく」という意味が

ムワークが必要です。色々な場面においての質の高さ。

あり、この重なりはとても偶然とは思えないものを感じ

このクラブに所属させていただいていることに心から

ると話されました。また我々は昭和・平成そして新たに

誇りを感じる家族例会でありました。

迎える三つの時代を生きぬくこととなる。昭和の時代に

（記 会報委員長:太田 光尋）

■ ニコニコ Box（敬称略）

会務報告

小池田

均…戌年の60歳の年男を迎えました。皆さんに感謝

して還暦も一緒に迎えます。人生まだまだこれからです。
❖

2 月 19 日（月）例会

❖

■ソング

今日はワンダフルなワンナイトを皆さんとワンさか楽し
みたいです。

“それでこそロータリー”

絹川…今年で48歳になりました。年男です。これもひとえに皆

“Sing Everyone, Sing”

様のお蔭だと感謝しております。これからも野々市や金

■本日の卓話

沢にHappy Smileが広がるよう、ニコニコと活動をし

2 月19日		 日本ユニシス㈱北陸支店長

てまいります。

よこやま ひ で お

		 横山秀雄氏（金沢東RC）

合計

		 「社員のモチベーション向上を支える仕掛け」

1,100,850円

■例会卓話予定
2 月26日		 石川テレビ放送㈱相談役、メディアコラムニスト
もりたまさあき

		 森田正明氏
❖

		 「メディアの今」
え

こ

■出席率報告

		 宮原吏英子氏
		 「北陸地域における
		

『多様な働き方』を支える仕組みづくり」

■おめでとう（敬称略）
◎２月お誕生日祝
柳内 清孝 2. 1
岩本 秀成 2. 3
髙桑 幸一 2. 9
井上英一郎 2.17
◎２月ご結婚記念日祝
平野 利康 2. 5
二木 克明 2.17
我妻 博志 2.20

❖

“新春懇親例会”

3 月 5日		 ㈱日本政策投資銀行北陸支店 副調査役
みやはら り

2 月 5 日（月）例会報告

松木
厚見
川杉
山﨑

浩一
正充
朋弘
修二

2. 2
2. 6
2.13
2.20

奥ノ坊 誠 2.12
北 総一朗 2.18

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.

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

2月は平和と紛争予防/紛争解決月間です
〈 例会メニュー 〉
2/19 〈和食〉如月定食 春の食材を使って
2/26 〈中華〉鱈と野菜のピリ辛 豆板醤煮込みをメインに

1 月22日

59 ／ 99

ホームクラブ

59.60%

1 月11日

97 ／ 97

補正出席率

100%

（出席免除会員5名）

◆2月理事役員会
日 時：2月19日（月） 13:40〜
場 所：ANA ホリデイ・イン金沢スカイ18F
◆金沢みなと RC 25周年記念例会
日 時：2月20日（火）
15:30〜 例会 17:00〜 記念講演 18:30〜 祝宴
場 所：ANA クラウンプラザホテル金沢3F「鳳の間」
出席予定者：厚見、山本
◆2月親睦委員会
日 時：2月27日（火） 18:30〜
場 所：ル・グリル ドミニク・ブシェ カナザワ
会 費：10,000円
◆交換学生ケイトリン嬢歓迎会
日 時：2月28日（水） 18:30〜
場 所：ゼルコバール
会 費：4,000円
◆第5回 60周年実行委員会
日 時：3月19日（月） 13:40〜
場 所：ANA ホリデイ・イン金沢スカイ18F
◆グリーン会 第3回ゴルフコンペ
日 時：3月31日（土） 8:24スタート
場 所：片山津GC「加賀コース」
◆RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）
日 時：4月7日（土） 9:30〜17:00
場 所：石川県地場産業振興センター本館「第2研修室」他
出席予定者：向井
◆金沢百万石RC 20周年記念例会
日 時：4月21日（土）
14:30〜16:00 講演会 櫻井よしこ氏
「今、私たちに出来ることは何か」
16:30〜17:30 式典
17:50〜20:00 祝宴
場 所：石川県立音楽堂「邦楽ホール」及びホテル日航金沢（祝宴）
会 費：講演会のみ…………… 2,000円
講演会・式典・祝宴…12,000円

