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　12月9日、ANAホリデイ・イン金沢スカイにて、毎年恒
例の年忘れ家族例会が開催されました。当日は朝から青
空の見える良い天気に恵まれました。会場では親睦委員
会の皆様がトナカイ、サンタクロース、クリスマスツリー等
に扮しており、たくさんの子供たちもいて、クリスマスムー
ドいっぱいの設営となっていました。
　例会冒頭には、徳野会長から、雅子皇后のお誕生日で
あると同時に、前日は会長ご自身の誕生日であったことや、
今年の親睦委員会に対する期待？のお話がありました。
　次に交換留学生のJovian AORANGI-TAYLOR君
とHannah KRISTENSENさんから自己紹介があり、
お二人の流暢な日本語での挨拶に、会場から驚きの声が
上がっていました。その後、5年毎の皆出席配偶者表彰が
行われ、和やかな雰囲気の中、年忘れ家族会の部に突入
です。
　会場が暗転し静寂に包まれたところで、VOX OF JOY
の皆さんが「きよしこの夜」の素晴らしいハーモニーを響
かせながら会場にあらわれました。クリスマスのあたた
かくも静かな空気とともにスタートし、親睦委員会の木藤
委員長のこだわりの挨拶、そして山本副会長の乾杯の後、
歓談タイムとなりました。
　途中、再びVOX OF JOYの皆さんが登場。クリスマス
ソングメドレーや「アナ雪」の主題歌等で会場を盛り上げ

ます。そして最後には、会場に来ていた子供たち全員が壇
上に上がり、「パプリカ」の大合唱となりました。VOX OF 
JOYさん、子供たち、親睦委員会の皆さんが壇上で振り
を付けながら全員で歌い上げる姿と、圧巻のパワーに押
されて、見ている皆さんも総立ちとなりました。会場全体
が一つになったような気がして、非常に感動的なシーンで
した。あの会場のパワーをなんとかして伝えたいのです
が、私の写真の腕では無理でした。お許しください。
　他にも、「桃まんセレモニー」と称して徳野会長ご夫婦
にご登壇いただくなど、終始楽しくにぎやかな雰囲気が
続いた後、恒例のビンゴ大会が始まりました。親睦委員会
の白川副委員長による賞品紹介で皆さんの期待が高まり、
子供たちも一喜一憂しながらビンゴカードとにらめっこし
ている姿が印象的でした。
　その後もこだわりの中華料理をおいしくいただき、幸
せな気持ちになっている中、「手に手つないで」を全員で
歌いました。そして最後に、小池田会長エレクトから、素敵
な会を催していただいた親睦委員会の皆様への感謝、そ
して来年の設えに対する思いを交えたご挨拶をいただき、
今年の締めくくりとも言うべき一本締めで終えることが
できました。
　師走ということもあり、皆さまお忙しい中でのご参加
だったとは思いますが、たくさんの皆様と楽しい素敵な
時間を共有でき、幸せな気持ちになる「年忘れ家族例会」
でした。親睦委員会をはじめとする参加者の皆様、どうも
ありがとうございました。
 （記　会報委員長：蟹瀬　克）
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年忘れ家族例会開催



◆新春懇親例会
日　時：2月3日（月）　18：00 ～
場　所：松魚亭
会　費：10,000円

◆クラブ国際奉仕委員長会議
日　時：2月15日（土）　13：30 ～ 15：00
場　所：石川県地場産業振興センター新館5F「第13室」
出席予定者：紙谷

◆2月親睦委員会
日　時：2月18日（火）　18：30 ～
場　所：見城亭
会　費：8,000円

◆石川第1グループ次年度会長・幹事連絡会
日　時：2月28日（金）　18：30 ～
場　所：ANAクラウンプラザホテル金沢4F
会　費：8,000円（クラブ負担）
出席予定者：小池田康秀、大島淳光

〈 例会メニュー 〉
2/  3 〈和食〉新春懇親例会（松魚亭）
2/10 〈和食〉山菜と菜飯ご飯の如月定食
2/17 〈中華〉香りの良い季節野菜の炒め物

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

活動で素晴らしい成果を出されますことを期待し
ております。また、社長就任おめでとうございます。
益々のご活躍をお祈り申し上げます。

木藤…先日は親睦委員会　金八さんに多くの方に参加いた
だき、ありがとうございました。また、サプライズで
お誕生日のお祝いまでしていただき、嬉しさと恥ず
かしさで胸が一杯になりました。皆様のお心遣いに
感謝申し上げます。

高桑秀治…お蔭様で32年皆出席することができました。あ
りがとうございます。

野村…5カ年皆出席表彰をいただきました。これからも毎
週、出席を積み重ねて参りたいと思います。引き続
き、ご指導よろしくお願いします。

髙桑幸一…2月9日生れですが、今日、誕生祝をいただきま
したので。満70歳になりました。昨年に古稀のお祓
いをいたしましたが、健康には注意していきたいと
思っています‼

厚見…プレゼントをありがとうございます。
井上…57回目の誕生日を迎えることができました。クラブ

からお祝いをいただきまして、誠にありがとうござ
いました。

鍋谷…誕生日祝と21回目の結婚記念日祝をいただきまし
た。ありがとうございます。健康に過ごせたことに
感謝です。

石野…今月は誕生日と結婚記念日のお祝いをいただきまし
た。後から聞いた話ですが、今年は銀婚式だったよ
うです。皆様もお気を付けて！

平野…結婚記念日のお祝いをいただき、ありがとうござい
ます。

小西…結婚記念日祝をいただきまして、誠にありがとうご
ざいました。昨年いただいた花は東京の自宅にて育
てており、春には花を咲かせそうです。妻への感謝
を忘れず、頑張っていきたいと思います。

　合計　973,800円　

❖  1 月 27 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
  1月  9日 65 ／ 102　ホームクラブ　63.73％
12月16日 77 ／ 102　補正出席率　　75.49％
　　　　　　　　　　　　　   （出席免除会員4名）

❖  2 月 3 日（月）例会 ❖

“新春懇親例会”
■ソング

“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
  2月  3日  新春懇親例会（松魚亭）

■例会卓話予定
  2月10日  ㈱山岸建築設計事務所 代表取締役社長

  山
やま

岸
ぎし

敬
たか

広
ひろ

氏（金沢東ＲＣ）
  「建築のはじまりに向かって
 ～ポスト団塊ジュニア世代として考えること～」
  2月17日  なるわ交通㈱代表取締役

  塩
しお

村
むら

秀
ひで

樹
き

氏（金沢東ＲＣ）
  3月  2日  北國銀行ハンドボール部ハニービー キャプテン

  塩
しお

田
た

沙
さ

代
よ

氏
  「夢を叶えるために」
  3月  9日  ㈱ライフホールディングス 代表取締役

  山
やま
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しろ

大
だい
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氏（金沢東ＲＣ）
  3月16日  アイシーシーレミコン㈱代表取締役社長

  橋
はし

浦
うら

康
やす

友
とも

氏（金沢東ＲＣ）

■ ニコニコ Box（敬称略）
徳野…雪の降らない冬というのは、生活は楽だけど困る人

も沢山いるはず。降るものが降らないと金沢の冬ら
しくないよね。少しだけでも降ってほしいと、願いを
込めて、ニコニコと。

藤弥…鶴山理事長、本日は大変お忙しい中、卓話をお引き
受けいただき、ありがとうございます。2020年度の

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.


