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年 月のロータリーレートは １ドル＝９０円2010 2 ,

歓迎 高崎ロータリークラブ！
金沢百万石ＲＣ／高崎ＲＣ姉妹友好クラブ締結例会並びに懇親会

2 920-0831 1-38-30 TEL076-252-2271 FAX076-252-2273第５４８回例会 場所： 松魚亭 階 〒 金沢市東山「 」

（締結調印例会 タイムスケジュール） （土）2010.2.20

１７：３０ 登録受付開始
１７：４５ 例会場へ入場（お出迎え （洋間））

締結例会 開会点鐘 （君が代 奉仕の理想）１８：００
１８：１０ 村田会長（金沢百万石ＲＣ・ 市川会長（高崎ＲＣ）ごあいさつ
１８：２０ ご来客祝辞 山出市長（金沢市） ・ 松浦市長（高崎市）
１８：３０ 姉妹友好クラブ締結調印式 と （大ダルマ目入れセレモニー）
１８：４５ クラブ会員紹介（田中幹事・木村幸生親睦委員長）
１８：５５ 閉会点鐘 （手に手つないで）
１９：００ 集合写真撮影
１９：００～１９：３０ 休憩・名刺交換

～２１：３０ 懇親会（和室大広間）１９：３０
ご祝儀： 鶴亀｝立方 藤間勘菊 唄 杵屋喜三以満 三味線 若菜（主計町）「
開会： 西村邦雄副会長 祝辞 地区第一分区 高畠菊丸ガバナー補佐RI2610 B
乾杯： 次年度 地区第３分区羽鳥修司アシスタントガバナーRI2840
閉会： 実行委員長 石丸幹夫
＊その他 ご祝儀 横笛 村田祐一会長 唄 杵屋喜三以満 三味線 若菜 主計町 芸妓 若菜 桃太郎 主（ ） 、 、（
計町）

～ 二次会 三々五々 ① ② ③ 希望コースで２１：３０

例会変更
金沢 （水） 休会RC 3/17
金沢南 （火）休会RC 3/30
金沢北 (木) 夜間例会 松魚亭にてRC 2/25 18:30
香林坊 （月）休会RC 3/29
みなと （火）休会 （火）休会RC 2/23 3/30
百万石 （土） 松魚亭「特別例会」 （木）→ （土）に振替休会RC2/20 18:00 2/25 20

Kanazawa Hyakumangoku
碧い大気

青い海 蒼い大地 12Kanazawa Million Weekly Bulletin No. 0548 2.20 2010

金沢百万石．

2009 2010～ >
宮永満祐美(役員） 会長： ｴﾚｸﾄ： 副会長： 幹事： 会計：村田祐一 藤間勘菊 西村邦雄 多田利明

永原源八郎SAA
副：二木秀樹（親睦：木村幸生 プログラム：金沂秀（ 井口千夏理事）クラブ管理運営委員長：

：永原源八郎 ニコニコ：江守巧 友好・ｸﾗﾌﾞ細則：炭谷亮一SAA
職業：野城勲 社会：吉田昭生 国際：魏賢任奉仕プロジェクト委員長：申東奎 副：相良光貞（

ﾗｵｽ ｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ：炭谷亮一）IT
副：吉田昭生（会員増強：岩倉舟伊智）会員組織委員長：上杉輝子

副：宮本玲子 ロータリー財団：年次寄付：村田祐一）ロータリー財団委員長：木場紀子 （
副：北山吉明（広報：杵屋喜三以満 ロータリー情報：北山吉明 会報：石丸幹夫)広報委員会委員長：野城勲

太字：理事役員★

5F 920-0853 2-15-1 T076-234-1111 19 00例会場 ホテル日航金沢 〒 金沢市本町 例会日時 木曜日 ：
相川晶代事務室 ライブ ビル 〒 金沢市此花町1 2F 920-0852 3-2 T262-2211 F262-2241 (事務局)

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp URL http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
土日祝日事務局執務時間 月火水金 ： ～ ： 木 ： ～ ： 休憩時間 ： ～ ： 休日10 00 16 00 15 00 20 30 12 00 13 00

年度例会予定 2009-2010
調印式打合せ2/18

（土）高崎ＲＣとの姉妹提携例会2/20
振替休会2/25
森慎二監督（石川ミリオンスターズ）3/4

松浦幸雄高崎市長

会長市川豊行
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点鐘
ロータリーソング 『 奉仕の理想 』
四つのテスト

明後日２０日は高村田祐一会長挨拶：
崎ＲＣとの姉妹クラブ提携の調印日で
す。高崎市に関したことを調べましたの
でお話します。
高崎市はかって群馬県の県庁所在地でし

た （現在は前橋市）人口は約３７万人、人口密度は７５８人です。関東と信越の交通の要衝に位置しています。。
市長さんは松浦幸雄氏８０歳で６期目です。座右の銘は「夢を見る力のない者は、生きる力もない（エルンスト・
トラー 」です。）
高崎ＲＣは昨年創立５５周年を迎えられ、記念事業としてオーストラリアのサーファーズ パラダイス クラブと
ソロモン諸島の病院の水不足に対して基金を、東チモールの漁民に漁船を送られています。市川会長の「奉仕の友
はいつまでも」をモットーにクラブ運営をなさっておられます。

また、高崎市は「だるま」でも有名で全国シュアの８０％を占めています。世界に４つしかない「ハーゲンダッ
ツ」の工場の一つがあります。群馬県には谷川岳や榛名湖、尾瀬などの自然に恵まれていて、草津、伊香保温泉な
どの有名温泉もあります。

農産物では下仁田ネギが有名です。美味しいので江戸時代に殿様が絶賛されたので別名「殿様ネギ」とも呼ばれ
ています。念のため下ネタネギではなく下仁田ネギです。

明後日は両クラブの好意と友情を温めましょう。
なしゲスト紹介 ビジターの紹介

《 食 事 》
幹事報告・委員会報告

高崎クラブとの姉妹提携の日も明後日で多田利明幹事：
す。特別例会日の会費がまだの人は 御願いします。いろい
ろかかりのお世話よろしく。
また来週の例会はお休みになります。

（木）の読売夕刊炭谷亮一会員（ガバナーノミニー ：） 2/18
には厚生省は飲食店・ホテルも全面禁煙ににするようにとの
通達をだした。と報じています。

これで百万石 村田祐一会長も声を嗄らして一般市民RC
やそしてロータリアンにも御願いしていたこともやっ
と政府主導で禁煙運動が進むと思います。

（海外に比べて遅きに失した感もありますが、こ
れまで、人間の幸福をねがうべきロータリアンからは
いつまで経っても禁煙運動の盛り上がりがなく、話題

RCにもなることがなく、うるさい、やかましい百万石
のイメージでしたが、よかったと思います 「良いこと。
は企画になくても突然でもどんどんとりいれる 」のが。
百万石クラブのモットーであると思います 」。

韓国南光州 ４０周年記念例会への出席について 南光州ＲＣの宋韓国南光州クラブ訪問は 金沂秀会員： RC
泰翰（ソン デハン）氏から連絡があり、本年 （木）の例会予定ですが、百万石ＲＣの都合で （金）でも6/11 6/12

本年 （金）に向良いとのことです。どうしますか？ 泊 日です。 （金）に賛成。2 3 6/12 6/12
ことにした。かって約１５名の訪問スケジュールを組む

¥4,000- ¥490,343- ¥2,900,519-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
明後日２０日（土）は高崎ＲＣとの姉妹クラブになる調印式です。皆様宜しくお願い致しま村田会長

す。 先日は下手な卓話を聞いていただき有難うございました。本日も高崎ＲＣの件、よろ多田幹事

しくお願い致します。 高崎ＲＣさんとの件、楽しみ土田会員

にしています。

打ち合わせ講話の時間 高崎ＲＣ金沢百万石ＲＣ姉妹提携調印式
式典 懇親会 来客接待 翌日の観光接待など

木村幸生親睦委員長司会

村田祐一会長のもとで 運営総括 石丸幹夫 木村幸生 宮永満祐美

回548
（木）2010 2.18

5Fホテル日航

19/37 51.35%出席率
月の修正出席率 ％12 70.48
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岩倉舟伊智 井口千夏司会
高崎市長 石丸幹夫 藤間勘菊 吉田昭生 村田祐一来賓係

金沢市長 石丸幹夫 村田祐一 野城勲 二木秀樹
金沢北ＲＣ 炭谷亮一 二木秀樹

上杉輝子金沢市交流課からの品とパンフレット等
木村陽子 石丸幹夫 石丸恭子スナップ写真

随行 木村幸生 西村邦雄 多田利明 藤間勘菊2/21（日）の観光
石丸幹夫 石丸恭子 村田祐一 村田順子 木場紀子 宮永満祐美 藤間勘菊時雨亭の呈茶

藤間勘菊 木村幸生報道取材
の役割分担を決めた。

点 鐘

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（日）観光スケジュール2010.2.21

９：００ ホテル（ドーミイン金沢）発－－－９：２０兼六園 時雨亭（茶席）－－－１０：１５
｛ 」 （ ）兼六園散策と金沢城－－－１１：２０ＭＲＯ本多家庭園 松風閣 －－－１２：００金城楼 昼食

－－－１３：３０ 金沢発 高崎市へ

姉妹提携式典 高崎 の金沢訪問者名簿RC

氏 名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 職業分類
名誉会員１ 松浦 幸雄 ﾏﾂｳﾗ ﾕｷｵ 男 高崎市長
損害保険険２ 有田 邦夫 ｱﾘﾀ ｸﾆｵ 男 会員
税理士３ 市川 哲名 ｲﾁｶﾜ ﾃﾂﾅ 男 会員

４ 市川 志保美 ｲﾁｶﾜ ｼﾎﾐ 女 市川哲名 妻 ********
５ 市川 豊行 ｲﾁｶﾜ ﾄﾖﾕｷ 男 会員 蒟蒻製造販売
６ 市川 恵子 ｲﾁｶﾜ ｹｲｺ 女 市川豊行 妻 ********
７ 小倉 敦秀 ｵｸﾞﾗ ｱﾂﾋﾃﾞ 男 会員 たばこ販売
８ 小倉 直子 ｵｸﾞﾗ ﾅｵｺ 女 小倉敦秀 妻 ********
９ 小澤 武 ｵｻﾞﾜ ﾀｹｼ 男 会員 室内装飾

１０ 桂川 修一 ｶﾂﾗｶﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 男 会員 公認会計士
１１ 川手 義昭 ｶﾜﾃ ﾖｼｱｷ 男 会員 運送業
１２ 後藤 俊雄 ｺﾞﾄｳ ﾄｼｵ 男 会員 宝石販売
１３ 清水 正爾 ｼﾐｽﾞ ﾏｻｼﾞ 男 会員 道路舗装・切削
１４ 清水 伸 ｼﾐｽﾞ ｼﾝ 女 清水正爾 妻 ********
１５ 須藤 二三男 ｽﾄｳ ﾌﾐｵ 男 会員 石材加工販売
１６ 関口 俊介 ｾｷｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ 男 会員 生命保険
１７ 高井 淳夫 ﾀｶｲ ｱﾂｵ 男 会員 学校法人
１８ 高井 恵子 ﾀｶｲ ｹｲｺ 女 高井淳夫 妻 ********
１９ 田中 久夫 ﾀﾅｶ ﾋｻｵ 男 会員 大学教授
２０ 羽鳥 修司 ﾊﾄﾘ ｼｭｳｼ ﾞ 男 会員 日本料理
２１ 治田 芳久 ﾊﾙﾀ ﾖｼﾋｻ 男 会員 デザイン器材販売
２２ 治田 初穂 ﾊﾙﾀ ﾊﾂﾎ 女 治田芳久 妻 ********
２３ 広瀬 雅美 ﾋﾛｾ ﾏｻﾐ 男 会員 ダンボール製造
２４ 深堀 達義 ﾌｶﾎﾞﾘ ﾀﾂﾖｼ 男 会員 日本料理
２５ 堀越 芳春 ﾎｺｼ ﾖｼﾊﾙ 男 会員 パン製造
２６ 堀越 俊子 ﾎﾘｺｼ ﾄｼｺ 女 堀越芳春 妻 ********
２７ 丸山 和久 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾋｻ 男 会員 建築材料販売
２８ 茂木 晴男 ﾓｷﾞ ﾊﾙｵ 男 会員 製油製品販売
２９ 茂木 由紀子 ﾓｷﾞ ﾕｷｺ 女 茂木晴男 妻 ********
３０ 森田 岳志 ﾓﾘﾀ ﾀｹｼ 男 会員 水処理
３１ 吉井 孝夫 ﾖｼｲ ﾀｶｵ 男 会員 家庭電気製品卸販売
３２ 吉井 幸枝 ﾖｼｲ ｻﾁｴ 女 吉井幸枝 妻 ********
３３ 小見 勝栄 ｺﾐ ｶﾂｴｲ 男 高崎市民新聞社 ********


