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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2012 年 12 月のロータリーレートは １ドル＝ 80 円

金沢百万石

年次総会で 13 ～ 14 理事役員が承認されました。

監査 後出博敏

クラブ管理運営委員会

委員長 西村邦雄 副委員長 二木秀樹

①親睦 ○二木秀樹 金沂秀 村田祐一 杵屋喜三以満 井口千夏

②プログラム ○魏賢任 木場紀子 谷伊津子 武藤清秀

③ SAA ○武藤清秀 大路孝之 川きみよ

④ニコニコ ○江守巧 東海林也令子 大路孝之

⑤友好・クラブ細則 ○水野陽子 宮永満祐美 岩倉舟伊智

＊直前委員長＊直前委員長 村田祐一

奉仕プロジェクト委員会

委員長 木場紀子 副委員長 水野陽子

①職業奉仕 ○永原源八郎 竹田敬一郎 木村幸生

②社会奉仕 ○谷伊津子 辰己クミ 大沼俊昭

③国際奉仕 ○川きみよ 江守道子 井口千夏 東海林也令子

＊直前委員長 竹田敬一郎

会員組織委員会

委員長 金沂秀 副委員長 辰己クミ

①会員増強修練 ○藤間勘菊 石丸幹夫 炭谷亮一 金沂秀 魏賢任

＊直前委員長 二木秀樹

ロータリー財団委員会

委員長 藤間勘菊 副委員長 永原源八郎

①ロータリー財団・米山奨学会寄付 ○木場紀子 藤間勘菊 川きみよ

②年次寄付 ○野城勲

＊直前委員長 藤間勘菊

広報委員会

委員長 村田祐一 副委員長 江守道子

①杵屋喜三以満 相良光貞

②ロータリー情報 ○若狭豊 竹田敬一郎 山崎正美

③会報とホームページ ○石丸幹夫

理事 西村邦雄 クラブ管理運営委員長

木場紀子 奉仕プロジェクト委員長

金沂秀 会員組織委員長

藤間勘菊 ロータリー財団委員長

村田祐一 広報委員長

石丸幹夫 常任理事

吉田昭生 常任理事 計 7 名

役員 野城勲 会長

宮永満祐美 会長エレクト

若狭豊 副会長

魏賢任 副会長

幹事 上杉輝子

副幹事 井口千夏

会計 東海林也令子

SAA 武藤清秀

直前会長 北山吉明 計９名

野城勲次期会長

上杉輝子次期幹事
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クラブ例会予定 2012-2013 年度

12/27 例会休会

1/9 金沢 8RC 新年合同例会(ホストクラブ）

1/10 新年合同例会の振替 休会

1/17 玉田善明様(北 RC 会長）

1/24 小松純様（大塚美術館企画部長）
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＊直前委員長 吉田昭生

継続性、一貫性を図るためにをはかるためにクラブ委員会委員は原則として 3 年を任期とします。

その他の委員会と担当者

長期計画委員会・喫煙問題委員会 村田祐一

内規規定委員会・指名委員会・ＣＬＰ委員会 随時開催

長期友好クラブ担当

南光州 RC 金沂秀 石丸幹夫 岩倉舟伊智 江守巧

（以上その年度の友好委員会・国際奉仕委員会に協力するので委員会は必ず相談すること）

東京世田谷中央 RC 炭谷亮一 岩倉舟伊智 石丸幹夫 木村幸生 藤間勘菊

京都北東 RC 炭谷亮一 杵屋喜三以満 水野陽子

高崎 RC 石丸幹夫 村田祐一 藤間勘菊 宮永満祐美

（以上その年度の友好委員会に協力するので委員会は必ず相談すること）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

点 鐘
SONG
会長挨拶 今年一年も後僅かで終

わろうとしています。

一昨年ペルーに旅した時のことで

す。ふっと気がついたのですが、こ

の国では自分のことを知っている人

は皆無だろうと。そういえば、日本

であっても、東京の雑踏の中で知った人に会うことも

皆無である。金沢市内でも僅かである。つまり、私たちが一生に出会う人の数なんて、本当に少ないだろう、ま

してこのように、同じ部屋で食事をともにし、会話し、楽しむことをする間柄の人は、一体何人いるだろうか。

そう考えると、この世の人の出会いは、何と大切で縁のあることだろうか、としみじみ思います。だからこそ、

出会いを大切にしたいと思うのです。本日は年忘れ例会です。心をつないで、どうぞ楽しんでください。

ゲスト・家族紹介
演奏者 バンド“フラメンコギター金沢 ” 代表 丸山捷三(しょうぞう)様 他 5 名様

ゲスト 子ども夢フォーラム代表 高木 眞理子 様金沢パイロットクラブ 野田 すみ子 様

米山奨学生 郭 蒓さん

ご家族・ご友人 宍戸 紀文(ししど のりふみ) 様 吉田 芳弘(よしだ よしひろ) 様 北山真美(まみ）

夫人、 石丸恭子(たかこ)夫人、 村田順子(じゅんこ)夫人 齋木康正(やすまさ)様、

彩乃（あやの）さん、悠乃（ゆうの）さん 川 拓真さん 上杉幸代さん、南月(なつき)さん、廉(れん)さん

川元恵美子さん、文敬(ふみたか)さん、咲季(さき）さん 魏 悠暉（ゆうき）さん、百夏（ももか）さん、

功揮（こうき）さん 吉田阿実(あみ)さん、華音（かのん）さん 土田陽智（あさと）さん

寄附金の贈呈 ★子ども夢フォーラム代表 高木 眞理子 様 ★金沢パイロットクラブ 野田 すみ子 様

2012 ～ 2013
(役員） 会長：北山吉明 ｴﾚｸﾄ：野城 勲 副会長：宮永満祐美 幹事：川きみよ 副幹事：上杉輝子

直前会長 会計：西村邦雄

（理事）クラブ管理運営委員長：村田祐一 副：相良光貞（親睦：金沂秀 プログラム：若狭豊

SAA： 上杉輝子 ニコニコ：井口千夏 友好・ｸﾗﾌﾞ細則：魏賢任）

奉仕プロジェクト委員長：竹田敬一郎 副：後出博敏（職業：土田初子 社会新世代：武藤清秀

国際：宮永満祐美 ﾗｵｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ：岩倉舟伊智）

会員組織委員長：二木秀樹 副：江守巧 会員増強修練：金沂秀

ロータリー財団委員長：藤間勘菊 副：東海林也令子（ロータリー財団・米山：藤間勘菊 年次寄付：北山吉明）

広報委員会委員長：吉田昭生 副：江守道子（広報：谷伊津子 ロータリー情報：木場紀子

会報：石丸幹夫) 常任理事： 石丸幹夫 ★太字：理事役員

長期姉妹クラブ担当 南光州：金 石丸 岩倉 江守巧 村田 東京世田谷中央：炭谷 岩倉 石丸 木村幸生 藤間

京都北東：炭谷 杵屋 水野 高崎： 石丸 村田 藤間 宮永

例会場 ホテル日航金沢 5F 〒 920-0853 金沢市本町 2-15-1 T076-234-11111 例会日時 木曜日 19：00
事務室 ライブ１ビル 2F 〒 920-0852 金沢市此花町 3-2 T076-262-2211 F076-262-2241 (事務局) 阿原美和

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/
事務局執務時間 月火水金 9：00 ～ 15：00 木 9：00 ～ 12：00 ､ 17:30 ～ 20:00 休憩時間 12：00 ～ 13：00

休日（土日祝日) 幹事 川きみよ 090/9766/6666 副幹事 上杉輝子 090

680 回

年忘れ例会 ホテル日航金沢3Ｆ

2012 12.20(木）19:00
出席率 26/35 74.29 ％

11 月修正出席率 69.10%
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米山奨学金の授与 郭 蒓さんへ

挨 拶
子ども夢フォーラム 代表 高木 眞理子 様 皆さんの支えで活動しております。

これから母親の声も受け止めたいと思いいます。

金沢パイロットクラブ 野田 すみ子 様 いつも有り難うございます。私達も

いろいろ頑張っていきますのでよろしくお願いいたします

米山奨学生 郭 蒓さん 有り難うございました。もうすぐ 1 年になります。かけがえのな

い思い出でで、やさしくして頂き勉強になりました。来年は日本でも中国でも積極的にこの話しを

していきたいと思います。Merry Xst-mas happy new yea。r

ニコニコ Box ¥29,000- 本年度 ¥349,000- 残高 ¥4,426,216-

北山会長：年忘れ例会みんなで心から楽しみましょう。 石丸会員・恭子様：どうやらこの一

年、二人とも普通に生きていました。井口会員：今年一年ありがとうございました。年忘れ例

会楽しみましょう。 岩倉会員：年忘れ例会、皆さんで楽しみましょう。上杉会員：メリーク

リスマス!!ようこそ、ゲストのお客様。楽しい例会、心から嬉しく思います。来年もどうぞ宜

しくお願いします。大沼会員：今年もありがとうございました。 魏会員：皆さんこんばんは。

一年は早いものですね!いろいろとありがとうございました。来年も宜しくお願いします。木場

会員：北山会長・川幹事、半期有難うございました。今日は楽しく盛り上がりましょう。炭谷

会員：今年は本当にお世話になりました。来年は皆様のご多幸を祈念します。土田会員：孫と

来ました。東海林先生のレッスンを受けて、公文教室へ行ってから来ました。来年から附属小学校へ行く事にな

りました。ニコボックスします。藤間会員：年忘れ例会、ご家族の皆様に久しぶりにお会い出来て嬉しいです。

宮永会員：一年間ありがとうございました。本日は新入会員候補の宍戸さんをお招きしました。村田会員：今年

一年、皆様ありがとうございました。来年は良い年になることを祈っています。吉田会員：来年は会員相互の親

睦を計り実りある会に再生しよう。

幹事報告・委員会報告 今年最後の例会です。新年度は当番の 1/9 の新年例会です。pm5
お願いします。

《食 事》
乾 杯 宮永満祐美副会長

ラテン演奏 バンド“フラメンコギター金沢”様
テーマ曲：鬼平犯科帳ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝ他

＊＊＊バックにＢＧＭとして演奏＊＊＊

ビンゴゲーム



- 4 -

オークション
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ロータリーソング 「手に手つない

で」

会長エレクト 閉会挨拶

オークション収益金(ニコニコ
ボックスへ）￥ 125,100

ニコニコボックス残高 ¥4,551,316-

点 鐘

中国と日本の架け橋を 郭 蒓さん 北國新聞 2012.12.11（火）

中日関係が悪化している。最近の新聞やニュースを見るたびに出てく

る言葉である。それにもかかわらず、中国人として金沢で一年半も過

ごしてきた私は日本人の友達と普通に付き合っているし、日本での留

学生活を楽しんでいる。

先日、日本の友達に誘われ、着物とお茶会の体験ができた。幸運に恵

まれて、紅葉を観賞し、北国新聞の記者と出会い、写真を撮ってもら

った。翌日の新聞に載ったことを友達から聞いて非常にうれしかった。

中韓に親しみを感じない人が増えたとの調査結果には予想通りだが、親しみを感じる

人はまだいること、親しみを感じない人をいかにして考え方を変えることができるか

の報道は残念ながら見られない。脅威を感じるより、協力して成長していくことは最

も大事だと思う。国の緊張関係が民間の力で改善していくことに望んでいる。親日と

はいえないまでも、私は架け橋として活躍する知日の一人になれるよう、これからも

がんばっていきたい。

8RC 新年号同例会について
当ＲＣがホストクラブとなり御世話をすることになっております。

日時 平成２４年 １月 ９日（水） 開会１８：３０ 当クラブ会員は １７：００ の集合

ホテル日航金沢 4F 鶴の間

18:30 ご祝儀 素囃子 三廓芸妓 連中

18:40 点鐘 北山吉明会長

国歌斉唱「君が代」

ロータリーソング「奉仕の理想」

18:45 金沢 8RC 代表挨拶

金沢百万石 RC 会長 北山吉明

18:50 乾杯 山岸敬秀ガバナー補佐

《懇親》

19:00 ご祝儀 浅野太鼓

19:50 閉宴挨拶 辰川金沢 RC 会長

19:55 ロータリーソング「手にてつないで」

20:00 点鐘 北山吉明会長

＊金沢百万石ＲＣ会員は可能な方は

17:00 集合 お願いします。

役 割 分 担
総括 北山

総務 川 芸妓案内・舞台設営確認 川 金 杵屋

会場案内 魏 来賓 炭谷 岩倉

金沢 RC 水野 東 RC 藤間 西 RC 谷 南 RC 江守道

北 RC 東海林 香林坊 RC 辰己 みなと RC 魏

看板設営・写真撮影 土田 武藤

復興支援金 村田 来賓西村 金沢 RC 水野 東 RC
藤間 西 RC 江守巧 南 RC 江守道子 北 RC 東海

林 香林坊 RC 辰己 みなと RC 魏賢任 百万石 RC
大路

進行担当 井口千夏 司会進行 井口 川

来賓担当 宮永満祐美 常時受付宮永 受付案内部屋

接待石丸 部屋へ案内接待 会場へ案内岩倉 炭谷

会場回り誘導 二木 点鐘後も誘導 二木 野城

永原 西村 吉田

アトラクション担当 上杉 太鼓 舞台 出演者
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韓国南光州 RC 事務所からから MG のお礼の E-mail 二回目
행사준비로 답신이 늦었습니다. 죄송합니다.

보내주신 메일은 잘 받았습니다.
이상근 전총재께는 17일(월) 주회에 보여드립니다.
매칭그랜트 신청서는 로타리재단에 18일 메일로 보낼계획입니다.

그럼 로타리재단에 접수되고 재단의 검토후 승인까지 약 한달정도 걸린다고 합니다.
백만석클럽과 자매클럽은 승인후 로타리재단으로 송금해 주시면 됩니다.
매칭그랜트 사업에 도움주셔서 진심으로 감사드립니다.

翻訳：行事準備で返信が遅れました。申し訳ありません。

送ってくださったメールは確かに受け取りました。

李庠根前総裁には 17 日(月)の週会にお見せします。

マッチンググラント申込書はロータリー財団に 18 日にメールで送る計画です。

それではロータリー財団に受け取られて財団の検討後承認まで約一ケ月程度かかります。

百万石クラブと姉妹クラブは承認後ロータリー財団で送金して下されば良いです。

マッチンググラント事業に助力して頂き心より感謝申し上げます。

（ＭＧ協力募金はお陰様で 2013..1.7 現在￥ 151.000 になりました。クラブ負担 1000 ドルと併せてもうすこしで 3000
ドルす。有り難うございます。石丸幹夫）

謹賀新年
金沢百万石 RC 石丸様

明けましておめでとうございます。 元気でいらっしゃっている様子を見て、喜んで安心しています。ロータリ

ークラブ関連で今後ともお世話になることがありますが、その都度、ぜひよろしくお願いします。

姫 軍 パートナー世澤律師事務所

李庠根前総裁

イサングン


