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年度会長エレクト研修セミナー（ ）2010-2011 PETS
2010 3 28 13:30年 月 日（日） 開会点鐘

於：氷見グランドホテルマイアミ
ホストクラブ：氷見ロータリークラブ

出席者：炭谷ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ、藤間勘菊会長ｴﾚｸﾄ

「次年度の委員会の活動方針と予算」
次年度の理事・各委員会委員長の方々には、 例会におい4/1
て「次年度の委員会の活動方針と予算」の記入用紙をお渡し
致しますので、提出期限までに事務局までお願いします。
委員長…上杉（親睦）魏（プログラム 、二木（ニコニコ 、） ）
永原（ＳＡＡ）井口（友好 、申（職業奉仕 、野城（社会奉仕 、木村幸生（国際奉仕 、炭谷（ラオス）金（会員） ） ） ）
増強 、吉田昭（Ｒ財団）東海林（広報）土田（ロータリー情報）石丸（会報） 敬称略）

李庠根先生金沢医科大学訪問
南光州ＲＣ）が 午前１１時小（ 3/15

松空港から金沢市に夫人と来られまし
たが、現在は金沢医科大学にて高齢者
医学（森本茂人教授）の勉強をされて
います。先生は姉妹クラブの韓国南光
州ＲＣではパストガバナーであり、ベ
テランロータリアンです。金沢百万石
ＲＣには全面的信頼をよせられ、２ヶ
月ほど、金沢に滞在されます。
３７１０地区の事など食事会などを通
してロータリーの話しをお聞きしたい
と思います。

例会変更
（水） ～ ホテル日航金沢「観桜会」金沢ＲＣ 4/14 18:00
（月） ～金沢スカイホテル「春の特別」 （月）休会金沢東ＲＣ 4/12 18:30 4/26
（金） ～ 和田屋「観桜例会」 （金）休 会金沢西ＲＣ 4/9 18:00 5/7
（火） ～ 会場未定「観桜会」金沢南ＲＣ 4/13 18:30
（木） ～ 松魚亭にて「お花見夜間例会」金沢北ＲＣ 4/8 18:30
（月） ～金城楼「観桜会」 （月）休会香林坊ＲＣ 4/12 18:30 5/31
（火） ～ゆわく温泉かなや「観桜夜間例会」みなとＲＣ 4/6 18:00

Kanazawa Hyakumangoku
碧い大気

青い海 蒼い大地 Kanazawa Million Weekly Bulletin No. 553 4.1. 2010

金沢百万石．

年度例会予定 2009-2010

祐専寺にて大沼俊昭会員 私3/25 「
の生命(いのち)を支えるもの～
ご本尊～」
“若狭豊会員の歓迎会・高崎Ｒ

19:00 20:30Ｃ姉妹提携慰労会 ～”
《クラブフォーラム》藤間勘4/1

菊会長エレクトより“ のPETS
報告”

桝田隆一郎様（地区ロータリ4/8
ー財団委員長）

未定「仮題：韓国のロータ4/15
リー」李庠根パストガバナー南

RC光州
高岡哲夫 様（石川第２分4/22

区ガバナー補佐）
休会 （法定休日）4/29

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

太字：理事役員S A A永原源八郎 ★

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：
申東奎SAA：永原源八郎 ニコニコ：江守巧 友好・ｸﾗﾌﾞ細則：炭谷亮一 奉仕プロジェクト委員長：

職業：野城勲 社会：吉田昭生 国際：魏賢任 ﾗｵｽ ｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ：炭谷亮一）副：相良光貞（ 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

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

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)
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理事長の山下公一先生と
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点鐘
大沼さん、村田祐一会長挨拶：

今日は例会場をご提供ください
まして、大変ありがとうござい
ます。
今回の会場変更例会は若狭先生
の歓迎会、高崎ＲＣとの姉妹提
携のご苦労さん会を兼ねさせて
いただきます。さらに、南光州

ＲＣから李先生がこの１５日から３ヶ月ほど金沢に滞在され、当クラ
ブでメイクされます。李ソンセンニム マンナソ パンガスムニダ。
差し入れに土佐の司牡丹酒造の吟醸酒「夕顔丸」を持ってきました。
坂本龍馬が「船中八策」を考えたとされる土佐藩船「夕顔丸」にちなんだ清酒です。召し上が
ると、きっと前向きな考えになり、良いことがあると思います。今宵は存分に語り合いましょ
う！

李庠根パストガバナー（南光州クラブ）ゲスト紹介

「私の生命 いのち を支えるもの～ご本尊～」講 話 大沼俊昭住職（会員）による ( )

先ず命の正体は？父、母がいたことが証拠である。その父母の命の
正体は 祖父母そしてご先祖様、空と継承された命の集合体です。このご
先祖様は命をささえているすべての生き物（魚、海草、野菜穀物など）と
共に、何処かにおられ
ます。地球という自然
ですが、これは太陽や
銀河宇宙が根源になり
ます。この命の根源を
「阿弥陀如来」といい
ます。この命は一回で

。 。一つです 尊い物です
神様とは３５万年の人
間の頭脳の進化の中で
つくられたものです。

《 食 事 》

西村邦雄副会長乾杯！

若狭 豊 会員歓迎！
鳴和中学出身でここの祐泉寺の前を良く通りました。も

ともと彦三８番町にすんでいて、金城病院の近くでした。
金沂秀さんとは同級です。能登総合病院では村田祐一先生
と知り合いになりました。１０年前に開業しました。

おつかれ様！
木村幸生親睦委員長

高崎ＲＣとの姉妹提
携には大変お世話様でし
た。本当に細かく行事の
準備をされました。

点鐘

回553
（木）2010 3.25

祐専寺（大沼俊昭住職）

18/37 48.65%出席率
74.07%2 月の修正出席率
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パイロットクラブの案内
石川県立美術館ホール２００１年４月１１日（日）

開演 前売 円（全席自由）13:30 1,500
076-267-9007問い合わせ：村田順子まで

姉妹クラブ高崎 の ％例会に出席 （月） よりRC 100 3/29 18:30

出席者 金沂秀、石丸幹夫．恭子夫妻

この記念すべき例会は無事目標達成しました。

は「近年出席率が悪くなって来ているロータリー例牛久保哲男ガバナー
会ですが、 ％をめざすという事は大変素晴らしい事です。クラブの100
バロメーターはやはり出席率です 」。

ブラス演奏（高崎経済大）の フアンフアーレでくす玉割

選挙の当選祝いの様な出席者名はラストの山中清之会員がき
て ％出席達成！ オメデトウゴザイマス100

国旗には記念すべき例会出席者のサインが

％例会出席達成のくす玉が割られた100

二次会は近くの魚仲で（羽鳥修司会員）


