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藤弥…本日は観月例会にご出席いただき、ありがとうござ
います。これからの懇親会は約半年ぶりとなります。
親睦委員会一同、皆様に喜んでいただけるよう準備
❖

10 月 26 日（月）例会

しました。是非ともお楽しみください。

❖

紙谷…本日はマグロ解体ショーをさせていただきます。ス
タッフ一同、手を切らないように頑張ります‼

■ソング

横山…「百獣の王会」ゴルフで優勝いたしました。下手さと

“手に手つないで”

運でいただきました。ありがとうございました。

“Smile, Sing a Song”

松本浩平…昨日より、ポピーが我が家でのホームステイが
始まりました。1月8日の帰国日まで、しっかりお預か

■本日の卓話
10月26日

りいたします。

ようらん

米山奨学生 楊藍さん(白山ＲＣ)

山本…昨日、東京にいる娘（ロータリーで留学させていただ

「私から見た日本」

いた子です）の子供（孫）とラインビデオで話しまし
た。
『爺、爺』と他愛のない会話を楽しみました。

■例会卓話予定
11月 2日

北川…掛け軸の満月を観ながらの呈茶式もなかなか乙な

㈱ライフホールディングス 代表取締役
やましろだいすけ

山 城 大 助氏（金沢東ＲＣ）

井上…ロータリーに入って初めての観月例会。ふさわしい

「創業から20年、事業の成長と私の成長」
11月 9日

グローバル・アセット・マネジメント㈱代表取締役
こばやししょうじ

小林昭二氏（金沢東ＲＣ）
「新型コロナ禍で急増している事業承継とM&A」
11月16日

㈱山岸製作所 代表取締役社長
「中小企業でもできるテレワーク実践事例
～老舗家具屋のデジタル化奮闘記」
金沢工業大学産学連携室教授
稲垣 渉 氏

「わらいふ～人生100年時代の備え～」

横山

石野…観月例会前に、大変美味しいお茶とお菓子をいただ
きました。ごちそう様でした。
小池田均…美味しい栗のお菓子に「びっくり」、お茶も絶妙
も裏もありません。
気谷…美味しいお茶でした。ありがとうございます。
別川…結構なお点前でした。
「吉はし」さんのお菓子も大変

◎9月年間皆出席祝
3ヵ年

為廣…結構なお点前、ありがとうございました。

高桑秀治…美しい呈茶をありがとうございます。

■ おめでとう（敬称略）
智雄

した。
松本浩平…美味しいお茶とお菓子をありがとうございました。

な温度で素晴らしいロータリーのおもてなしには表

いながきわたる

32ヵ年 若林

（？）呈茶席で美味しいお茶をありがとうございま

橋浦…美味しいお茶をありがとうございました。

やまぎししんさく

山 岸 晋 作氏（金沢ＲＣ）

11月30日

ものでした。

に美味しかったです。
17ヵ年 田中

和彦

秀雄

しゅうございました。
小池田康秀…結構なお点前でした。

■ ニコニコ Box（敬称略）

大島淳光…本日は観月の会に相応しい素晴らしい設えをあ

小池田康秀…今夜は今年度初めての夜間例会です。藤弥委
員長、谷村副委員長をはじめ、親睦委員会の皆様に
は初仕事でお世話になりますが、よろしくお願いし
ます。
「観月例会」一緒に楽しみます。

例会日：毎月曜日 12:30 ～ 13:30
例会場：ANAホリデイ・イン金沢スカイ
U Ｒ Ｌ：http://www.kanazawahigashi-rc.com/

向井…金井さんの点てたお茶をいただきました。大変美味

りがとうございます。お茶、お茶菓子を美味しくいた
だきました。
中田…「吉はし」の美味しいお菓子とお茶をありがとうござ
います。

事務局：金沢市彦三町2丁目1番地45号 むさしビル4F
ＴＥＬ：076-260-1212 FAX：076-260-5656
E-mail ：k-eastrc@gaea.ocn.ne.jp

会長：小池田
幹事：大 島
会報：竹 松
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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

髙桑幸一…美味しく頂戴いたしました！久しぶりの夜間例
会、楽しみです。
大島国雄…お茶に栗キントン、バランスの良いお味でした。
笠間…結構なお茶でした。
南

…大変美味しゅうございました。谷村さん、ありがとう
ございます！

竹松…結構なお点前を頂戴いたしました。今から始まる観
月例会への期待が膨らみます。
岩木…呈茶席にて、美味しいお茶とお菓子をいただきまし
てありがとうございました。
金谷…ありがたくお茶をいただきました。今日は晴れて月
が綺麗でしょう。これからは少しお酒が入り、心温ま
る会になるでしょう。
木村…秋の観月例会、風情ある設え、美味しい一服をあり

野村…美味しいお抹茶をありがとうございました。三日月
の今宵、久しぶりに皆様とお酒を酌み交わしたいと
思います。
鍋谷…初めての呈茶で、貴重な経験をありがとうございま
した！
池田…お月様と共に、結構なお点前でした。ごちそうさま
でした。
外山…今年初めての夜間例会、そして美味しいお茶とお菓
子をいただき、豊かな気分になりました！
中井…美味しいお茶と美味しいお菓子をいただきました。
季節の折に触れて、日本の文化を体験させていただ
ける金沢東ロータリーに感謝です。
平野…美味しいお茶をありがとうございました。
山岸…お茶、とても美味しゅうございました。

がとうございました。

合計

奥ノ坊…呈茶会、美味しくいただきました。
鷺

697,900円

…美味しいお抹茶をいただきました。ありがとうござ
いました。

岩本…お抹茶を美味しくいただきました。ありがとうござい

❖

ます。
若林…美味しいお茶をいただきました。ありがとうござい
ます。
根布…コロナを忘れて、久しぶりに美味しいお茶をいただき
ました。早く元の姿に戻りたいですね。

10 月 19 日（月）例会報告
“秋の観月例会”

❖

■出席率報告
10月 5日

64 ／ 101

ホームクラブ

63.37％

9月28日

―／ 100

補正出席率

―％

（出席免除会員3名）

三平…コロナを理由に長らくお休みしてしまいましたが、今
日の会をきっかけにまた出席したいと思います。美
味しいお茶をいただき、ほっこりしました。親睦委員
会でありながら、お手伝いできず、申し訳ありません。
蟹瀬…美味しいお茶をいただきました。ありがとうござい
ます。
浅野…金沢の秋に相応しいお点前でした。ありがとうござ
います。
板橋…美味しいお茶とお菓子を楽しめました。

10月は地域社会の経済発展月間･
米山月間です
「日本のロータリー 100周年」記念切手発行
9/18（金）に84円郵便切手（1シート840円）が
発行されました。郵便局にて是非お求めください。

〈 例会メニュー 〉
10/26 〈中華〉秋食欲そそる『松花堂弁当』

Facebook は
コチラ！

『第34回 愛の献血運動』実施のご案内
日 時：11月9日（月）10:00〜16:00
場 所：献血ルーム ル･キューブ（かなざわはこまち3F）
※献血にご協力いただいた方には粗品（鉢植花）を贈呈
いたしますので、会員およびご家族、会員事業所の従
業員様のご協力をお願いいたします。
※今回は400ml献血のみの受付となります。
◆選考委員会
日 時：10月26日（月） 13：40 ～
場 所：ANA ホリデイ・イン金沢スカイ18Ｆ
◆パスト会長懇談会
日 時：10月28日（水） 18：30 ～
場 所：かなざわ石亭
会 費：10,000円
◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日 時：11月2日（月） 11：30 ～
場 所：ANA ホリデイ・イン金沢スカイ10Ｆ「白山の間」
出席予定者：鳩山、小池田康秀、厚見、大島淳光
◆11月理事役員会
日 時：11月9日（月） 13：40 ～
場 所：ANA ホリデイ・イン金沢スカイ10Ｆ「白山の間」
◆理事・監査懇談会
日 時：11月11日（水） 18：00 ～
場 所：かなざわ石亭
◆グリーン会第2回ゴルフコンペ
日 時：11月14日（土） 8：24スタート
場 所：片山津ＧＣ「加賀コース」

