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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

井上…年忘れ例会で幸運にもビンゴ大当たり！親睦委員会
の皆様へ、誠にありがとうございました。
小池田康成…ビンゴ、当たりました。
小池田千代…ビンゴで景品をいただき、ありがとうござい
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谷村…ビンゴの司会の難しさを実感しました。温かな目で
見守ってくださり、ありがとうございました。ご協力
に感謝してニコニコと。
塩村…誕生日のお祝をありがとうございました。

ました。

合計

石川…楽しいビンゴでした。ありがとう。

「不易流行」

2020 -2021年度 金沢東RCスローガン
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ホームページは
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別川…ビンゴ！当たりました！何番目？来年も必ず良いこと
があります！
別川聡子…ロータリーでないと主人が誘ってくれません。

❖

12 月 14 日（月）例会報告
“年忘れ例会”

良い機会を作ってくれて、ありがとうございます。
浅田裕久…ビンゴ、珍しく早めに当たりました。ありがとう
ございました。
根布…楽しい時間をありがとう‼
根布隆子…ビンゴ、当たりました‼

❖
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松本浩平副会長が力強く乾杯の発声をつとめられまし

大人の年忘れ例会
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋

■出席率報告
11月30日

61 ／ 101

ホームクラブ

60.40％

11月16日

―／ 101

補正出席率

―％

若林…ビンゴで大当たりをいただきました。今年も良い年
でした。来年もよろしく。ビンゴを狙います。
若林恵子…ビンゴ、割と早めに当たりました。例年のごとく
美しいシクラメンをいただきました。ありがとうござ
いました。
竹松…最後から2番目に当たりました。残り物には福があ
る？笑
野村…ビンゴゲームで10億円の権利をいただきました。今
年の最後に良いことがあるかも…。
大島国雄…ビンゴにて夫婦で当たりました。来年も良い年

「ムーン・リバー」など、大久保雅春カルテットが誰もが
知るスタンダードナンバーを華麗に演奏します。心地よ

〈 例会メニュー 〉

ツいただきました。

い音楽に耳を傾けながら、牛フィレ肉のローストをメイ

12/21 〈中華〉四川香る山椒と〆の2020中華弁当
12/28 休会
1/4
休会

ンとした、洋中が絶妙にブレンドされた贅沢なコース料
理に舌鼓を打ちました。
アトラクションのビンゴゲームが始まると会場はやや

◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日 時：1月18日（月） 11：30 ～
場 所：ANA ホリデイ・イン金沢スカイ10F「加賀の間」
出席予定者：河野、厚見、小池田康秀、大島淳光、根布、冨久尾
◆ロータリー財団補助金管理セミナー
日 時：1月30日（土） 10：30 ～ 12：00
会 場：Zoom参加
出席予定者：村端

でありますように。
橋浦…楽しい年忘れ例会、ありがとうございました‼フルー

のメンバーを代表して、池田洋介会長が緊張した面持ち
歓談タイムではお酌や大声は禁止。
「いそしぎ」や

皆様のご厚意に感謝いたします。ビンゴ当選、あり
がとうございます‼

た。ゲストとして参加した金沢東ローターアクトクラブ
でお礼の言葉を述べられました。

（出席免除会員3名）

松本明…メリークリスマス！今年1年のロータリークラブの

会の始まりです。藤弥昌宏親睦委員長のご挨拶に続き、

Facebook は
コチラ！

良いお年を!!

ヒートアップしましたが、それでも嬌声が乱れ飛ぶような
ことはありません。手をつながず歌も歌わない「手に手
つないで」と、山本晴一副会長によるユーモアたっぷり
冬型の気圧配置と強い寒波の影響で金沢に初雪が
降った12月14日（月）、親睦委員会が主催する年末恒例

の中締めのご挨拶で盛況のうちにお開きとなりました。
今回の年忘れ例会には、コロナ禍が収束しない中で、

の年忘れ例会がANAホリデイ・イン金沢スカイにて開催

79名（会員51名、配偶者18名、その他10名）の方にご

されました。例年はお子さんやお孫さんを含め、会員の

参加いただきました。さまざまな感染防止対策を講じ、

ご家族に幅広くご参加いただいていましたが、今回は出

席移動やお酌を禁止するなど、懇親会の新しい形を模

席者を会員と配偶者に限定しました。ジャズの生演奏を

索しつつ、会員相互の親睦を深めることができたよう

聴きながら大人の年忘れ例会を楽しもうという趣向です。

に感じました。ご尽力いただいた藤弥委員長をはじめ

例会では、小池田康秀会長が「フルスペックの年忘れ

親睦委員会の皆様に心より感謝申し上げます。

例会を盛大に開催することが会長としての目標だった」

（記

会報委員長：竹松俊一）

と意気込みを述べられました。可愛らしく着飾った交
換学生のPoppyによる近況報告に続き、橋浦康友ニコ
ニコ委員長が5ヶ年ごとの皆出席会員配偶者表彰を発
表されました。
ダークスーツ姿の南志郎SA Aから真っ赤なジャケッ
トと巨大な蝶ネクタイを身につけた親睦委員会の板橋
史明委員へと司会のマイクが手渡され、いよいよ懇親

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/

12月は疾病予防と治療月間です
なお、当クラブの年内の例会は12／21例会で終了し、新
年の金沢8RC新年合同例会は中止、通常例会は1／18例会
からとなります。
※12／28，1／4は休会です。

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

❖

12 月 21 日（月）例会

❖

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

小池田均…今年は楽しい年忘れ例会でした。いただいた

副委員長をはじめ親睦委員会の皆様に心より感謝

ローストビーフで楽しいクリスマスをいたします。あ

いたします。

りがとうございます。

妻に感謝いたします。この表彰に際しての、皆様のご
南

“Sing Everyone, Sing”

■本日の卓話

山本…ビンゴゲームで大好きな『コーヒーセット』を頂戴い

をいただきました。ニコニコの分だけでも当たりま

お蔭で日々夜の懇親会に参加できることに感謝いた

き続けてくれるよう、大切に水やりします。ありがと

すように！

します。

うございます。夫婦のお花も減っていかないよう、大

南

切にしていきたいと思います。気づかせてくださり、

小池田康秀…楽しい年忘れ例会に感謝！
能登…ヤマカさんのおせちをいただきました。ありがとう

ありがとうございます。嬉しいMerr y Christmas

謝いたします。

になりました

村端…本日は妻への5ヵ年の表彰をいただき、ありがとうご
ざいました。
向井…年末恒例の夜間例会で3番目にビンゴが当たりまし

		 「Fairy tales and I

私とおとぎ話」

1月25日		 ㈱五井建築研究所 代表取締役社長
き

た たかゆき

		 喜多孝之氏（金沢東ＲＣ）
		 「未定」
2月 1日		 新春懇親例会

◎11月年間皆出席祝
34ヵ年

大島

国雄

小池田康秀…本日は年忘れ例会にたくさんの皆様にご出席

忘れ例会の楽しいひと時を過ごすことができたこと
に感謝いたします。キリンビールいただきます。
松本久美…今日はポピーもきれいな振袖を着させていただ

ヤマカ水産のおせちを選び、お袋にプレゼントの予

き、楽しい時間をありがとうございました。昨年もシ

定です。これで楽しい正月が迎えられます。大変あり

クラメンをいただきました。今年もクリスマスとお正

がとうございました。

月をきれいな姿で楽しませてくれると思います。あ

北川…年忘れ例会においてビンゴが当たりました。今年も
夫婦で当たり、ニコニコと‼
りがとうございました。
中村…今日は楽しい家族例会でした。早くアクリル板のな
い懇親会ができることを祈っています。
金谷…ビンゴ、ありがとうございます。コロナの中で、この

■ ニコニコ Box（敬称略）

松本浩平…今日はたくさんのメンバー・ご伴侶の皆様と年

た。驚きのあまり、マスクの紐が切れました。迷わず

米沢…夫婦揃って10億＋10億。老後は海外ツアーです。あ

■ おめでとう（敬称略）

チーズをいただきました。ありがとうございました。

ぱの数だけ、お花が咲くというシクラメン。ずっと咲

ます。妻 糸志の日頃からの理解と協力に心から感

1月18日		 米山奨学生 リン・ジェーシーさん

石野…ビンゴ で当選しました。クリスマス パーティ用に

…5ヵ年配偶者表彰をありがとうございました。家内の

		 「オーストラリアの紹介 他」

1月 4日		 休会

島田…ビンゴの賞品、ありがとうございました。
（肉）

そうこうしているうちに妻もビンゴとなり、宝くじ

藤弥…この度は配偶者表彰をいただき、ありがとうござい

12月28日		 休会

いました。

たしましたよ。Thank you!

12月21日		 交換学生 Poppy GUYさん

■例会卓話予定

泉屋…箔一さんのお箸をいただきました。ありがとうござ

山本雪子…美しいシクラメンの花をいただきました。葉っ

対策＆ご配慮に改めて御礼申し上げます。

“それでこそロータリー”

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

ださい。段取りをいただきました藤弥委員長、谷村

山本…15ヵ年皆出席会員配偶者表彰を頂戴いたしました。

■ソング

四つのテスト

ような企画をされて大変良かったです。来年も皆さ
ん元気にお過ごしくださいませ。

りがとうございました。
岩木…ビンゴの賞品をいただきましてありがとうございま
した。
外山…今年も楽しい企画をありがとうございました！やは
り、リモート忘年会とは違い、心が満たされました。
椿原…ビンゴ大会の景品をいただきました。来年もトナカ
イの着ぐるみ、任せてください。
大島淳光…年忘れ例会のビンゴゲームで賞品をいただきま
した。ありがとうございます‼

…いちご、いただきました。

ございます。
能登泉…フルーツ、いただきました！嬉しいです。
村端…年忘れ例会で、今年も10億円をいただきました。本
当に本当にありがとうございました！
浅野…ビンゴ‼ ありがとうございます。今年も嬉しく終わ
れそうです。
金井…ビンゴになったのは遅かったですが、同時にトリプ
ルビンゴでした。そこを評価してください。
喜多…ビンゴで景品、初めて当たりました。ありがとうござ
います。
寺松…BINGOでモイスチャークリームいただきました。あ
りがとうございました。
板橋…クリスマスに10億円いただき、誠にありがとうござ
います。良い1年になりました。
久米…ビンゴで宝くじGetしました。ニコニコの50倍くら
い当たりますように！
光林…ビンゴ当たりました。家族へのクリスマスプレゼン
トにさせていただきます。

をいただき、ありがとうございます。感染防止に配慮

厚見…宝くじを賜りました。もしも当たりましたら、米山に

寺村…年忘れ例会のBINGOで景品をいただきました。単

して、今年は例年とは違ったスタイルで開催させて

1億寄付したいと思います。本日、遅刻したので500円

身で金沢におりますので、金沢のお土産にさせてい

木屋…ビンゴ！ありがとうございます。

いただきますが、どうか楽しいひと時をお過ごしく

も納めさせていただきます。

ただきます。ありがとうございました。

紙谷…ビンゴ景品、ありがとうございました。

