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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2014 年 1 月のロータリーレートは１ドル＝ 102 円

金沢百万石

医王山の日の出 村田祐一会員撮影
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2013 ～ 14 理事・役員 委員会 ★太字：理事役員

(役員） 会長：野城勲 ｴﾚｸﾄ：宮永満祐美 副会長：若狭豊 副会長：魏賢任 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

（理事） クラブ管理運営委員長：西村邦雄 副：二木秀樹 親睦：○二木秀樹 金沂秀 村田祐一 杵屋喜三以満

井口千夏 プログラム：○魏賢任 木場紀子 谷伊津子 武藤清秀 SAA：○武藤清秀 大路孝之 川きみよ

ニコニコ：○江守巧 東海林也令子 土田初子 友好・ｸﾗﾌﾞ細則：○水野陽子 宮永満祐美 岩倉舟伊智

奉仕プロジェクト委員長：木場紀子 副：水野陽子 職業：○永原源八郎 竹田敬一郎 社会：○谷伊津子

辰己クミ 大沼俊昭 国際：○川きみよ 江守道子 井口千夏 東海林也令子

喫煙問題：村田祐一 会員組織委員長：金沂秀 副：辰己クミ 会員増強修練：○藤間勘菊 石丸幹夫

炭谷亮一 金沂秀 魏賢任ロータリー財団委員長：藤間勘菊 副：永原源八郎 ロータリー財団・米山寄付：

○木場紀子 藤間勘菊 川きみよ 大路孝之 年次寄付：野城勲 広報委員会委員長：村田祐一 副：江守道子

広報：○杵屋喜三以満 相良光貞 宍戸紀文 ロータリー情報：○若狭豊 竹田敬一郎 山崎正美 会報ホーム

ページ：○石丸幹夫 宍戸紀文 稲山訓央 常任理事： 石丸幹夫 吉田昭生

理事会オブザーバー・アドバイザー： パストガバナー炭谷亮一 地区パスト幹事 岩倉舟伊智

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

京都北東：炭谷 杵屋 水野 高崎： 石丸 村田 金沂秀 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)村木早苗

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 休憩時間 12：00 ～ 13：00 木 15:00 ～ 20:00

休日（土日祝日) 幹事 上杉輝子
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点 鐘

会長挨拶： 皆さん今晩は。今日はすてきなお客様を沢山お迎えして、本年の最終例会をいたし

ます。よろしくお願いいたします。

ゲスト・家族紹介 １．演奏者 大正琴 ラ・フルール代表 卜部 良子 様、宮崎 洋子

様、白尾 寿美子 様

２．子ども夢フォーラム代表 高木 眞理子 様

３．米山奨学生 楊 立山さん 交換留学生 ブリアナ さん

【ご家族・ご友人】稲山会員お母様 稲山 京子 様 石丸会員夫人 石丸 恭子 様

北山会員夫人 北山 真美 様 上杉会員ご家族・ご友人 上杉 幸代 様、南月さん、廉くん、野村 麻梨亜

さん 江守会員ご家族 江守 志野 様、イルハン アイクット 様、葉奈ちゃん 魏会員ご家

族 魏 百夏さん、功揮くん 藤間会員ご家族 斎木 康正 様、彩乃さん、悠乃ちゃん 吉田

会員ご家族 吉田 淑子 様、憲子 様、阿実さん、華音さん

３． 寄附金の贈呈

★子ども夢フォーラム 代表 高木 眞理子 様 １年間またお世話になりました。

本当に心強く思っています。お陰でここまでこれました。これからもよろしくお願い

いたします。

★金沢パイロットクラブ 金 沂秀 会員

４．米山奨学金の授与 米山奨学生 楊 立山さん：こんばんわ。今晩は有り難う

ございます。たのしみにしています。よろしくお願いいたします。

お小遣いの支給 交換留学生 ブリアナ さん： 今晩は今月はたのしかった。高校

も面白いです。私の友だちがいます。

ニコニコＢＯＸ ¥115,100- 本年度 ¥457,100- 残高 ¥5,225,407（オークション金額含む）

野城会長：本日は年忘れ例会に多くの皆様にご参加いただき、ありがとうございます。今日は皆さ

んと楽しみましょう。 石丸会員・恭子夫人：今年ももう年忘れ例会で一年生きました。これがお

さめかと思いながら、もう少し頑張ります。 稲山会員：母、稲山京子が参加させて頂いておりま

す。ありがとうございます。 岩倉会員：来年もよろしく。 大沼会員：いつもお手伝いができな

くてごめんなさい。 北山会員：いつの間にか年の瀬となりましたね。来年も我がクラブにとっ

て発展の年となりますように！ 炭谷会員：今夜は皆さんエンジョイしましょう。 永原会員：今

年一年あまり出席できなくて申し訳ありません。来年も良い年で景気も良くなり楽しいことの多い

年であってほしいですね。二木会員：皆々様、今日は楽しんで下さい。素晴らしい新年を迎えて下

さい。 吉田会員：本会を会員よりも家族が楽しみにしています。宜しくお願いします。

第 725 回 年忘れ例会

ホテル日航 3F
12/19(木) 19:00

例会出席率 25/36 69.44 ％

12 月修正出席率 75.99%

クラブ例会予定 2013-2014 年度

1/9 金沢 8RC 新年合同例会

18:00 ～ホテル日航金沢 4F
1/16 中村陽子様（作曲家）

1/23 前田直大様（前田土佐守記念館館長）

1/30 木下孝治様（ｴﾑｱﾝﾄﾞｹｲ代表取締役）

2/6 平尾祐紀子様（ハープ奏者）ｺﾝｻｰﾄ
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幹事・委員会報告

上杉輝子幹事： ①本日が今年最終の例会となります。来年は１／９（木）の金沢８ＲＣ合同新年会

が最初の例会です。ご出席の方はよろしくお願いします。18 時より、日航ホテル４Ｆ「鶴の間」です。

②先週の理事会で決まったことですが、本日のオークション代金の一部をフィリピン

中部地域災害の義援金といたします。義援金はガバナー会を通じて送金されます。

③事務局は、12/28（土）～ 1/5（日）までお休みです。業務開始は 1/6（月）からとな

りますので、よろしくお願いします。

金沂秀会員組織委員長：しつこいおっさんがまたでてきました。明日は 4 人で新人勧誘に行く予定で

す。是非皆様 良い人を紹介して下さいね。

乾 杯（魏副会長） この 1 年間色々お疲れ様でした。本日の年忘れ例会を充分に楽しんで下さ

い。来年はとても善い年に成りますように 乾杯！

《 食 事 》

大正琴演奏 ラ・フルールの皆様

演奏曲目 ：聖母たちのララバイ、ラ・

クンパルシータ、 哀しみ本線日本海、 サ

ンタが町にやってくる、ヘビーローテー

ション、 花は咲く

オークション 進行：金会員 アシスタント：北山会員、宍戸会員 売上 143,100 円（うち 10,000 円は福間様よ

り寄付）のうち、50,000 円をフィリピン中部地域大災害の義援金に。

残金 93,100 円はニコニコＢＯＸへ。

ビンゴゲーム 進行：井口会員

アシスタント：二木親睦委員長

閉会挨拶（若狭副会長）

長時間にわたる忘年例会も終わりに近づきました。皆様のおかげで楽しくまた有意義な時間を過ご

すことが出来ました。感謝いたします。この場に立って、私自身はこの百万石ロータリークラブの

会員でなければ今日まで続かなかったろうと改めて思うしだいです。出席率では表せない、それ以

上の素晴しさ、個々のみなさんのお力を感じています。そのような百万石ロータリークラブの益々

の発展を祈念し、三（本締め）万（歳)締めにて終了といたします。

点 鐘
次年度理事役員予定：

理事役員 会長 宮永満祐美 会長エレクト 魏 賢任 副会長 若狭 豊

幹事 井口 千夏 副幹事 大路 孝之 会計 上杉 輝子 SAA（会場監督） 宍戸 紀文 直前会長 野城 勲

クラブ管理運営委員会委員長 二木 秀樹 奉仕プロジェクト委員会委員長 北山 吉明

会員組織委員会委員長 金 沂秀 広報委員会委員長 藤間 勘菊 親睦委員長 武藤 清秀

国際奉仕委員長 西村 邦雄

常任理事 石丸 幹夫 吉田 昭生 木場 紀子

次年度委員会活動予定：

＊クラブ管理運営 二木 秀樹 副 東海林也令子

親睦 （武藤清秀 稲山訓央 辰己クミ 水野陽子 金沂秀 川きみよ 上杉輝子 吉田昭生 杵屋喜三以満 魏賢任 大路孝之）

会員親睦旅行 年忘れ例会 12/19 新入会員歓迎会都度 お月見例会 10 月以降 会長幹事慰労会 6 月

例会（プログラム・出席）（プログラム 東海林也令子 宍戸紀文 川きみよ 吉田昭生 出席 野城勲 藤間勘菊）

卓話（会員）年 6 回 卓話（外部講師） 年 30 回ガバナー・ガバナー補佐 年 2 回（

ニコニコ BOX（稲山訓央 若狭豊）

友好クラブ細則・ＣＬＰの検討 10 月以降細則（江守巧） 富山西クラブとの交流（木場紀子 岩倉舟伊智）

北クラブとの合同例会（二木秀樹 杵屋喜三以満） 高崎 RC との交流（村田祐一 藤間勘菊）
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＊奉仕プロジェクト 北山吉明 副 水野陽子

職業奉仕 （永原源八郎 水野陽子 二木秀樹 大路孝之 稲山訓央 村田祐一 谷伊津子）会員の職業の理解（職場見学等）会

員の職場見学 金沢美大 or北陸大学 1～ 2回
社会奉仕（新世代・青少年を含む）（村田祐一 谷伊津子 土田初子 北山吉明） 子ども夢フォーラム支援 例会卓話（メ

イクアウィッシュ） パイロットクラブ支援 金沢市善行児童表彰 ピティナ・ピアノコンペティションいしか国

際音楽コンクール 新世代・青少年 （北山吉明）

国際奉仕 （西村邦雄） 世界社会奉仕（R 財団）（西村邦雄） ・ラオス支援（魏賢任 藤間勘菊） 書き損じはが

きキャンペーン 2月（江守道子）
米山奨学会（木場紀子） 米山奨学生のお世話全般 カウンセラー（大路孝之）（野城 勲）

青少年交換交換留学生受入（川きみよ 東海林也令子） 8 ～ 7 月日韓青少年交換留学 8 月（上杉輝子 吉田昭生

金沂秀）

＊会員組織 （金沂秀 副 江守巧）新会員候補 招待毎月 1週目 新入会員への修練（オリエンテーション増強）

会員増強（金沂秀 岩倉舟伊智 武藤清秀 宍戸紀文 川きみよ 稲山訓央 大路孝之） 修練オリエンテーション（前

期 石丸幹夫 藤間勘菊 '後期 木場紀子 江守巧）

＊広報 （藤間勘菊 副 石丸幹夫）マスコミに情報提供随時 広報（藤間勘菊 吉田昭生）ロータリー情報 （炭

谷亮一 石丸幹夫）「ロータリーの友」活用・紹介ロータリーの友 年 2回の記事を紹介
会報 （石丸幹夫 宍戸紀文）クラブ内外への広報（会報・ホームページ クラブ要覧作成 要覧の全体把握 ）

2013-14理事会 12.12
議題

①フィリピン中部地域第災害復旧支援義捐金協力について

②木村幸生会員の退会について

③次年度の組織について

千枚田のイルミネーション 12/22 村田祐一会員より
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ソバナさんからの年賀状

ナマステ！

2014年明けましておめでとうございます。
年賀状を添付させていただきました。今年もどうぞよろしく お願いします。 ソバナ


