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◆金沢東RC 60周年特別例会「継魂新才」

日時：2018年5月25日（金）14:30〜受付開始
15:00〜16:00　記念講演会
「北陸新幹線とまちづくり」 前金沢市長　山出　保氏
16:15〜17:00　60周年特別例会
17:15〜18:00　レセプションパーティー
18:30〜21:00　大懇親会

会場：記念講演会・特別例会・レセプション
　金沢21世紀美術館

大懇親会
　かなざわ石亭

会費：会　員…不要
配偶者…10,000円
（大懇親会ご参加の方のみいただきます）

※5/21（月）及び5/28（月）は休会です。

　2月28日、交換学生Kaitlyn BROWNさんの歓迎会

が野町「ゼルコバール」にて開催されました。彼女は来

日直前に怪我のため、当初の予定より遅れて2月3日に

来日いたしました。当日は、通学する石川県立金沢商業

高校より土屋副校長と英語科の帯山先生にお越しいた

だき、厚見会長、山本幹事、井上国際奉仕委員長、南国

際青少年計画委員長ほか、ホストファミリーの竹松俊一

会員、二木克明会員、紙谷一成会員、石野一樹会員のご

家族と次年度派遣予定の高岩勝人会員ご家族にもご参

加いただき、総勢26名の賑やかな歓迎会になりました。

　皆様、例会で彼女を見かけたら、お気軽に声を掛けて

ください。

【プロフィール】

名前：Kaitlyn BROWN

生年月日：2000年6月16日生（17歳）

出身：オーストラリア国クイーンズランド州GYMPIE市
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交換学生 Kaitlyn BROWN さん歓迎会
❖  3 月 26 日（月）例会 ❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
 3 月26日  認定補聴器技能者　洞

ほらぐちすえひこ

口末彦氏
  「耳と目の矯正・今」

■例会卓話予定
 4 月  2日  ㈱リオテラス代表取締役   
  外

と や ま

山正
まさのぶ

修氏（金沢東RC）
  「言葉の選択が変わると人間関係がかわる。
  　実践　選択理論心理学」
 4 月  9日  未定
 4 月16日  北造園㈱専務取締役
  北

きた

　総
そういちろう

一朗氏（金沢東RC）
  「art photographの世界」
 4 月23日  大和証券㈱金沢支店長
  市

いちかわもとひさ

川元久氏（金沢東RC）
  「未定」
 5 月  7日  石川県赤十字血液センター所長　塩

しおばらしんたろう

原信太郎氏
  「血液事業の現状」
 5 月14日  未定

会 務 報 告

3月は水と衛生月間です



〈 例会メニュー 〉
3/26 〈中華〉春 香る、春キャベツと能登豚の花椒炒めをメインに

 5 月21日  休会
 5 月25日  金沢東RC 60周年特別例会
 6 月  4日  60周年慰労例会
 6 月11日  交換学生　Brooke ALMQUISTさん
  「母国の紹介他」
 6 月18日  休会
 6 月25日  会長・幹事退任挨拶

■おめでとう（敬称略）
◎ 2 月年間皆出席祝

17 ヵ年　厚見　正充

■ ニコニコ Box（敬称略）
米沢…3月16日、当社70周年の創立記念日を迎えました。これも皆様

方のお陰です。100年を目指し、新たな気持ちで挑戦を続けま
す。引き続きのご指導ご鞭撻をよろしくお願いします。

松本浩平…次女の諒が無事に高校入試を終えました。家族全員、ホッ
としています。ニコニコと。

久米…本日、晴れて入会させていただきます。例会場として、一層ご満
足のいくものとなるよう努めて参ります。よろしくお願い申し
上げます。

椿原…ご承認いただき、入会の運びとなりました。本日、初参加となり
ます。よろしくお願いいたします。

厚見…椿原さん、久米さんの2名の新会員を迎えて。入会おめでとうご
ざいます。楽しいロータリーライフが待っています。

山﨑修二…椿原正浩さん、久米剛さん、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。風通しの良いロータリーライフ
を十分お楽しみください。

山本…久米さん、椿原さんの御入会をお慶び申し上げます。一緒に活
動できることを嬉しく思います。

米沢…本日、入会されます椿原さんの推薦人をさせていただきました。
会員の皆様方のご指導をよろしくお願いします。

小池田康秀…本日、新会員に久米剛さん、椿原正浩さんをお迎えしま
す。皆さん、仲良くよろしくお願いします。

不室…本日、新会員として久米剛さんをご紹介させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

利光…久米剛さんを推薦させていただきます。同じ名鉄グループとい
うことでもあり、皆様よろしくお引立ての程、お願い申し上げ
ます。

白川…椿原正浩さん、久米剛さん、金沢東ロータリークラブご入会お
めでとうございます。

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

◆東京東・金沢東RC打合せ会
日　時：3月26日（月）　13:40〜
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ10F「加賀の間」

◆東京東・金沢東RC懇親会
日　時：3月26日（月）　18:30〜
場　所：かなざわ石亭
会　費：10,000円

◆3月親睦委員会
日　時：3月27日（火）　18:30〜
場　所：Pizzeria e Trattoria Da TAKE
会　費：7,000円

◆交換学生Brookeさん誕生会
日　時：3月28日（水）　18:30〜
場　所：味道苑 大手町
会　費：4,000円

◆金沢8RC新旧幹事会
日　時：3月30日（金）　13:40〜
場　所：金沢東急ホテル5F
出席予定者：山本、石野

◆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
会　費：3,000円（クラブ負担）
出席予定者：向井

◆次年度打合せ会
日　時：4月17日（火）　18:30〜
場　所：六角堂Grill & Bar

◆米山カウンセラーオリエンテーション
日　時：4月21日（土）　14:00〜18:00
場　所：ホテル金沢
会　費：10,000円（クラブ負担）
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

田中…椿原さんの御入会、心から歓迎申し上げます。この上は、良き
ロータリアンとしてご活躍ください。

大倉…本日が出席最後になりました。出席・ニコニコ委員会でも、たい
した活躍ができず、すみませんでした。皆様、お元気で。

星　…3年間、お世話になり、ありがとうございました。後任もまた、
お世話になります。どうか引き続き、よろしくお願いします。

厚見…大倉さん、星さんの今後の益々のご活躍をお祈り申し上げます。
山本…星さん、大倉さん、いろいろお世話いただき、感謝しております。

益々のご健勝を祈念申し上げます。新任地でも金沢の応援団と
して、どうぞよろしくお願い申し上げます。

　合計　1,269,150円　

❖  3 月 19 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 3 月  5日 63 ／ 99　ホームクラブ　63.64%
 2 月26日 75 ／ 99　補正出席率　　75.76%
　　　　　　　　　　　　  　（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.


