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謹 賀 新 年
炭谷亮一会員がガバナーノミニー ～ に選出されました。09 10

炭谷亮一会員は以前から立候補の意志で行動

12 18 RI2610し 勉強されていましたが 月 日の、 、
地区ガバナーノミニー指名委員会（パストガバ
ナー５名）により選出されました。これからは
ガバナーを出すクラブとして金沢百万石クラブ
会員一同、引き締まる思いです。地区の模範と
なるような素晴らしいクラブとして、行動した
いと思います。炭谷亮一会員はアイデアと行動

。力で しかも謙虚 寛容 尊敬の精神で進みたいと、 、 、 のことです

ラオス センター支援の特産品（織物）販売は好調IT

かねてから 地区ですす2610
められていたラオスの支援事
業に続いて当国にＩＴセンタ
ーの設立、教育支援のための
財源の一部に特産品の織物を
新年合同例会場入り口にて販
売いたしました。

皆様 大変
協力していた
だき殆ど売り
尽くすことが
できました。
有難うござい
ました。
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年度例会予定 2009-2010
毎週（木）例会

1/121/7（木） なし→
（火） ： 金沢 新年合同1/12 18 00 8RC

例会ホテル日航金沢
（木）クラブ例会1/14
高木眞理子様（子ども夢フォー1/14
ラム代表）
宮田龍和様（㈱ﾄﾞﾘｰﾑｴｲｼﾞﾝｸﾞ）1/21

「ボケない生き方」～痴呆症をどう
防ぐか～
岩倉舟伊智会員1/28

ようこそロータリーへ

新入会員
若狭 豊氏
KASA YUTAKAWA

No.74会員
入会 ( ）H21.1.14 2010

生 男S24.7.20

職業分類 循環器内科医師
（医）わかさ内科クリニック院長

920-0026 3-16-25〒 金沢市西念
T 234-1133 F 234-2325

920-0026 2-5-17自宅住所〒 金沢市西念
T 231-1654
推薦人：村田祐一 西村邦雄 藤間勘菊
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魚住為楽氏作銅鑼点鐘

安宅雅夫金沢北 会長RC
本日は中川ガ挨拶

バナー、松尾、北川の
両ガバナーをはじめ中
島、高畠の各ガバナー補佐をはじめ多くのロータリー会員の皆様
のご出席有難うございました。 今や政権交代後の恐ろしいほど
の変化です。 本年はよい年になるでしょうか、 年の朝鮮1950

、 、戦争 年の第一回総選挙と変化の多い歴史がありましたが1890
今年は社会が動き出すでしょう。しかし、慎重に行くか？虎穴に
いらずんば虎児を得ずで行くか判断が難しいところです。ーーー
ーーーーーーー

中川可能作ガバナー：
ガバナーノミニーに金沢百万石 の炭谷亮一さんが指名されRC

ました。金沢北クラブから移籍され、金沢百万石クラブ会長、ガ
バナー補佐をされました。

標語入選作は又、募集していたロータリーイメージアプのための
「笑顔の輪 世界に拡げるロータリー」黒部ＲＣ 長谷川寛久様

でした。「未来にわたそう豊かな地球」金沢香林坊 野手明美様 「美田 美林 日本の美」中川明子

中島哲夫ガバナー補佐中締め

高畠菊丸ガ閉会挨拶
バナー補佐

村田祐一会長のラオスの件のお礼
点 鐘

（ ） 、 （ ）会 員 消 息 私のバドミントンの記事の新聞掲載 北陸中日 と テレビの実況放送 石川テレビ1/7 1/12
がありました。石丸幹夫

回 金沢 合同543 8RC
（木）2010 1.12

ホテル日航 鶴の間4F
26/36 72.22%出席率

９月の修正出席率 ％67.62

《 式次第 》
点鐘 金沢北 会長 安宅雅夫18:00 RC
国歌斉唱 「君が代」
ロータリーソング「奉仕の理想」
金沢 代表挨拶 安宅雅夫8RC

乾杯 地区ガバナー18:10 RI 2610
中川可能作

～懇親～
ご祝儀 三茶屋 芸妓連

19:10 RI2610 A中締め 地区石川第一分区
ガバナー補佐 中島哲夫

閉宴挨拶 地区石川第一分区ＢRI2610
ガバナー補佐 高畠菊丸

ロータリーソング「手に手つないで」
点鐘 金沢北 会長 安宅雅夫19:20 RC

リフレッシュ金沢市瓢箪町


