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　12月12日月曜日18時半より親睦委員会が主催する

年末恒例の「年忘れ例会」がANAホリデイ・イン金沢

スカイ18階の当クラブ例会会場で開催されました。

　会場は親睦委員会の皆様が渾身を込めたクリスマス

ツリーをはじめとする年末らしい装飾で彩られ、サンタ

やトナカイの着ぐるみを着た楽しい装いの親睦委員会

の皆様と、ルドヴィート・カンタさん＆オーケストラアン

サンブル金沢のウエルカムミュージックで参加者を迎

えられました。当日はメンバーご家族、留学生のケイト、

米山奨学生の徐さん、ローターアクトクラブのメンバー

8名の計86名が参加されました。

　懇親会に先立ち、松本浩平会長の点鐘とロータリーソ

ングで夜間例会が開始され、会長挨拶では10月22、23

日富山で開催された地区大会の場で「『どんな薬より人

薬』と富山には言い伝えがある。リアルで人と会う事が

一番の薬。」とIR会長代理が述べられたことが紹介さ

れました。その後は華やかな振袖姿で参加された留学

生のケイトに会長からお小遣いが手渡され、ケイトから

は最近覚えた金沢弁を交えた奈良での就学旅行のエピ

ソードが話され、メンバーの皆さんから多くの笑いを誘

うまでになった日本語でスピーチが披露されました。

　柴山彰出席ニコニコ副委員長からはニコニコボック

スに溢れんばかり集まった皆様の謝意の発表がありま

した。その後マイクは村端一男親睦副委員長にバトン

タッチされ、いよいよお待ちかねの「懇親会」の始まり

です。

　浅田久太親睦委員長の挨拶では子供の頃に参加した

当クラブの年忘れ例会の思い出と伝統を大切にしたこ

だわりの設営であることと、今回のテーマ「賑々しく品

良く！」の発表がありました。

　その後皆様のグラスにはビールが注がれ、小池田康

秀パスト会長のユーモアを交えた乾杯で楽しいパー

ティーがスタートしました。会場一番人気の中華を中心

とした料理と美酒に舌鼓を打ちながら参加者の会話が

弾み、アトラクションではルドヴィート・カンタさんと

オーケストラアンサンブル金沢メンバーによる生演奏を

バックミュージックとした素敵なディナーとなりました。

　そして皆様お待ちかね、恒例のビンゴ大会では多くの

景品を前に数字が読み上げられ「ビンゴ！」の声と共に

会場のボルテージはピークに達しました。

　楽しい時間はあっという間に過ぎてしまい、感染症

に配慮した国旗でつなぐ「手に手つないで」を歌い金沢

東ロータリークラブメンバーの結束を再確認したところ

で、能登健太郎クラブ奉仕委員長の締めの挨拶でパー

ティーは幕を閉じました。

　今年度の年忘れ例会は、歴史と伝統がある当クラブ

らしい「賑々しく品の良い」夜間例会となりました。

� （記　会報委員長：気谷　源嗣）
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賑々しい年忘れ例会

大島淳光…ビンゴ大会で素敵な賞品をいただくことができ
ました。ありがとうございました。

喜多…ビンゴ賞品いただきました。ありがとうございます。
向井…年忘れ例会のビンゴで10億円をいただきました。あ

りがとうございます。使い道はナイショです。
能登…ありがとうございます。
寺村…ビンゴの賞品をいただきました。ありがとうござい

ます‼今年もあらゆることに感謝・感謝。迎える年
も皆様に良い年となりますよう、ニコニコと。

黒木…図書カードをいただきました。ありがとうございま
した。

気谷…年忘れ例会にてビンゴの賞品をいただきました。あ
りがとうございます‼

柴山…ビンゴで当たりました。ありがとうございます。来年
も頑張ります。ニコニコと‼

白川…年忘れ例会にて10億円いただきました。ありがとう
ございます。

外山…楽しい宴をありがとうございました！夫婦で楽しめ
ました♪また来年も引き続きよろしくお願いします。

外山のり子…いつも主人がお世話になっております。1年振
りに参加できて楽しませてもらいました。ありがと
うございました。

平原…ビンゴの司会、楽しく務めさせていただきました。賞
品もありがとうございました！

吉岡…ありがとうございます。楽しくニコニコです。

髙口…図書カードありがとうございます！
泉屋…図書カードいただきました。ありがとうございました。
浅野…豪華なプレゼントありがとうございました。今年も

ニコニコで終われそうです。
松村…10億円いただきました。ありがとうございます！
八木…久しぶりのビンゴ大会、とても楽しかったです。チー

ズ詰合せいただきました。
宮川…ビンゴに当たり嬉しいです。ありがとうございます。
寺松…ビンゴゲームでANAホリデイ・イン金沢スカイのお

せち料理をいただきました。良い年を迎えることが
できそうです。ありがとうございました。

鍛治…ビンゴ当選ありがとうございます！
中村喜洋…ビンゴ大会、大苦戦しました。でも最後に当たっ

て良かったです。ニコニコと年越しできます。
村端…今年こそ当たりますように！
浅田久太…ビンゴは宝くじを選びました。10億当たったら

ニコニコBOXに1千万寄付します！本日は多くの皆
様にご参加いただき、ありがとうございました！

　合計　1,081,000円　

❖  12 月 12 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告

11月28日� 52 ／ 103　ホームクラブ　50.49％
11月21日� ―／103　補正出席率　　―％
　　　　　　　　　　　　　�������（出席免除会員2名）

　当クラブの年内の例会は12月19日で終了し、新年の
通常例会は1月23日からとなります。
※12/26・1/3は休会、1/16は金沢8RC新年合同例会
（1/12）へ例会変更いたします。

◆留学生への支援の品贈呈式

日　時：12月19日（月）　14：30～ 15：00

場　所：石川県留学生交流会館

出席予定者：松本浩平、藤弥、大島淳光、白川、気谷

◆65周年第2回実行委員会・懇親会

日　時：12月22日（木）　18：00～

場　所：松魚亭

会　費：8,000円

◆金沢8RC新年合同例会

日　時：2023年1月12日（木）　18：30～

場　所：ホテル日航金沢

会　費：12,000円（申込者へ請求済み）
〈 例会メニュー 〉

12/19�〈和食〉寒月クリスマス弁当

コロナ感染予防のため、例会にはマスク着用で
ご出席願います。

12月は疾病予防と治療月間です
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松本浩平…ビンゴで賞品ゲット！ありがとうございました。
高桑秀治…ビンゴ早めに当たりました。明年は良い年にな

りますように。
厚見…ビールとお味噌汁ビンゴでした。ありがとうござい

ます。
朝倉…ビンゴで図書カードを頂きました。2人の孫に絵本を

プレゼントします。初めてのおじいちゃんからのプレ
ゼントです。ニコニコと！

石野一樹…今年も楽しく妻と年忘れ例会に参加できて良
かったです。ビンゴでいただいた美味しいもので良い
年を迎えたいと思います。ありがとうございました。

高岩…留学生のケイトを迎えて楽しく過ごせています。ニ
コニコと。

為廣…年忘れ例会でりんごをいただきました。ありがとう
ございました‼

三平…孫守りで長期間お休みさせていただき、久々に参加
いたしました。狙っていたお肉をビンゴ！で当てて嬉
しいです。超ラッキー。年納めに美味しいお肉をあり
がとうございます。皆様のご多幸をお祈りいたしま
す。ニコニコ♡

橋浦…ビンゴ当たりました。今年も良い１年でした。ありが
とうございました。

平野…ビンゴの景品をいただき、ありがとうございました。
トリプルリーチまでいきました。

金谷…ビンゴでキリンビールをいただきました。ありがとう
ございます。楽しいクリスマスパーティでした。来年
もよろしくお願いします。

小池田均…ビンゴ当たりました。ありがとうございます。キ
リンさんのウィスキーいただきました。これで大晦
日一杯やりたいと思います。きっといい年が迎えら
れます。

中村和哉…初めて参加した家内が１番でビンゴを当てまし
た。今年の私のツキをすべて持っていかれたような
気がします。来年は頑張ります。今後とも夫婦共々よ
ろしくお願いします。

■ おめでとう（敬称略）

◎11月年間皆出席祝
�36ヵ年� 大島　国雄

■ ニコニコBox（敬称略・順不同）

松本浩平…今晩の年忘れ例会、浅田委員長はじめ親睦委員
会の皆様にお世話になります。よろしくお願いいた
します。2525と。

大島国雄…35年配偶者表彰をいただきました。これからも
仲良く精進いたします。

小池田康秀…家内が15ヵ年の配偶者表彰をいただき、あり
がとうございました。家内共々、これからもよろしく
お願いします。ビンゴの景品、感謝です。

松本浩平…15ヵ年配偶者表彰をいただきました。ありがと
うございます。感謝です。

能登…10ヵ年配偶者表彰ありがとうございます。自分より
皆出席年数多いかも。ニコニコと。

向井…10ヵ年皆出席に際して配偶者表彰をいただけると
は。5年振りで、ニコニコがすっかりノーマークでし
た。ありがとうございます。

平野…10ヵ年皆出席会員配偶者表彰をいただき、ありがと
うございます。10ヵ年皆出席を続けられたのも、妻
と皆様のお陰です。これからもよろしくお願いします。

藤弥…浅田委員長をはじめ親睦委員会の皆様、大変お世話
になりました。ビンゴ景品いただきました。ありがと
うございます。

浅田裕久…ビンゴありがとうございました。
北川…年忘れ例会で家内共々ビンゴに当たりました。ニコ

ニコと来年も良い年でありますように‼

谷村…家内と二人で同時ビンゴ‼いいことありそうです♪
楽しい夜間例会でした。ありがとうございました‼

真鍋…浅田委員長とのご縁でお食事券いただきました。妻
と楽しく利用させていただきます。

大島国雄…ビンゴゲームで素晴らしい賞品をいただきまし
た。ありがとうございます。

笠間…ビンゴで運を使い果たしました。ブラボー！ご縁(円)
がありますように5両入れときます。

笠間洋子…3番目で初めて金茶寮のおせちいただきます。
ありがとうございました。

若林…ビンゴゲームできれいなお花をいただきました。昨
年もお花をいただき、重ねてありがとうございます。
ベリーハッピー！

中田…ビンゴ当たりました。2人分です。
冨久尾…ビンゴでクリスマスにふさわしい綺麗なシクラメ

ンをいただきました。ありがとうございました！
鍋谷…年忘れ例会のビンゴゲームで賞品いただきました！

ありがとうございました！来年も良い1年になります
ように。

❖  12 月 19 日（月）例会 ❖

■ソング

“それでこそロータリー”
“Sing�Everyone,�Sing”

■本日の卓話

12月19日�� 米山奨学生
� � 温

おん

　以
い

勤
ちん

さん（白山石川RC）
� � 「台湾の紹介と日本生活」

■例会卓話予定

��1月23日�� 日本政策投資銀行 北陸支店長
� � 松

まつ

村
むら

智
とも

巳
み

氏（金沢東RC）
� � 「未定」
��1月30日�� ㈱電通西日本 金沢支社長
� � 真

ま

鍋
なべ

  睦
あつし

氏（金沢東RC）
� � 「広告の今」
��2月��6日�� 職業奉仕委員長
� � 向

むか

井
い

健
たけ

夫
お

氏（金沢東RC）
� � 「未定」
��2月13日�� 新春懇親例会（松魚亭）


