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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2014 年 3 月のロータリーレートは１ドル＝ 102 円

金沢百万石

地区大会は 10/4 ～ 10/5
点 鐘
ロータリーソング

『 奉仕の理想』

奥田久雄北 RC 会長挨拶：

野城勲会長挨拶：

今、桜の花も正に満開

時に、久しぶりに親ク

ラブとの合同例会が出

来ますこと、とても楽

しみにしてまいりました。奥田会長様よ

りお誘いを頂き、岩倉年度以来、5 年ぶりになります。奥田会長初め、会員の皆様に心より感謝を申

し上げます。本日は我々 30 名でお邪魔いたしました。普段の例会でもこれだけの参加はあまりあり

ません。今日は里帰りと言うことで、多くの仲間で来ました。本日は親クラブとの親睦を深め、多い

に楽しみたいと思いますので宜しくお願い致します。当クラブもあと 2 週間ほどで 17 年目を迎える

訳ですが、北山直前会長の言葉を引用するなら、人間で言うと 17 才、高 2 になる訳です。この年頃

はまだまだ「ヤンチャ」な年頃ではありますが、色々な分別も付き、目標もしっかり持っている年頃

でもあります。我々のクラブも、親クラブのように立

派なクラブを目指して頑張っておりますが、まだまだ親の力が必要で

あります。どうか、今後共今以上に温かいご指導とご鞭撻を賜ります

よう宜しくお願いをいたします。本日はお誘いいただきまして、あり

がとうございました。

ゲスト紹介 ビジター紹介

会員２５名 夫人 ４名 計２９名（金沢百万石 RC 分）

《 食 事 》

奥田金沢北
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第 739 回例会

金沢北・百万石合同

松魚亭

4/10(木) 16:30
例会出席率 25/37 67.57 ％

中村芳明 SAA 武藤清秀 SAA 2 月修正出席率 70.83%

クラブ例会予定 2013-2014 年度

4/10 金沢北 RC 合同例会「観桜会」」

18:30 ～ 松魚亭

4/17 今年度委員会事業振り返り

理事役員会

4/24 菊知充 様（金沢大学子どものこころの

発 達研究センター）

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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ニコニコＢＯＸ

大場 修 金沢北会員：

百万石 RC皆様から沢山の
ニコボックスをいただきました。有り難うございました。

両クラブの会員による多くのスピーチがありました。

皆さんユーモアあふれるお話でした。

金沢北 RC から大村精二会員、玉田善明会員、松本範夫
会員、松田光代会員 吉井清エレクト ら

金沢百万石 RCから吉田昭生会員、金沂秀会員
石丸幹夫会員、宮永満祐美エレクト、炭谷亮一パストガバナー、

ら
がスピーチをしました。

中村 實博

金沢北例会運営

委員長

原ガバナー補佐の挨拶
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奥田会長と野城会長が手を取り合って点鐘しました。 点 鐘

2014 ⇔ 15 年度のための地区研修協議会のお知らせ
ガバナー湯浅外志男 ガバナーエレクト 永田 義邦

ホストクラブ/高岡万葉ロータリークラブ 会 長 稲谷 嘉則実行委員長 岡本清右

衛門

特別出席者の方々並びに各クラブの出席対象者の皆様、新会員(入会 3 年未満)のご出

席をよろしくお願い申し上げます。

2014-2015 年度 RI テーマ：Light Up Rotary ロータリーに輝きを

1.開催日時 平成 26 年 5 月 25 日(日) 13:00 ～ 17:10
2。開催場所 富山県高岡文化ホール

富山県高岡市中川園町 13-l TEL 0766-25-4141
3.出席対象者 【次期クラブ会長会議】

ガバナー、ガバナーエレクト、現・次期地区幹事、現・次期地区

財務委員長、現・次期地区監査委員長、次期クラブ会長

※オブザーバー:ガバナーノミニー、2015-16 年度〔地区幹事。地区財務委員長〕

【全体会議】

次期〔会長・幹事 0 会計・理事・役員・各委員長〕

新会員(入会 3 年未満)、特別出席者

4.登録料 1 名 4,000 円(特別出席者の方々も合わせてご登録をお願いいたします)

※当クラブは、クラブが負担します。

登録締切日 2014 年 4 月 25 日(金) → クラブ〆切 4 月 24 日(木)

5.プログラム概要

【次期クラブ会長会議】 多目的小ホール

11:00 登録・受付開始 (全体会議前に開催)

11:20 次期クラブ会長会議(次年度予算の承認 他)

12:00 終了 ※クラブ会長会議にご出席の皆様にはお弁当を準備しております。

【全体会議】 大ホール

12:30 登録・受付

13:00 開会点鐘

13:10 ガバナー挨拶他

13:25 ガバナーエレクト所信表明他

14:00 地区研修・協議会および分科会の主旨表明

14:10 休憩 ―各分科会会場へ移動一

14:30 黎

16:00 休憩 一大ホールヘ集合―

16:20 分科会報告・ガバナー所感他

17:10 閉会点鐘 桜の次はチューリップ

6.魃 (14:30 ～ 16:00)

2014-15 年度 理事役員会のお知らせ 日時:4 月 17 日(木)例会後 幹 事 上杉 輝子

役員:官永満祐美(会長) 魏 賢任(会長エレクト) 若狭豊(副会長)井口千夏(幹事) 上杉輝子(会計) 宍戸紀文(SAA
(会場監督)大路孝之(副幹事) 野城 勲(直前会長)

理事:二木秀樹(クラブ管理運営委員長) 武藤清秀(親睦責任者) 北山吉明(奉仕プロジェクト委員長) 西村邦雄(国

際奉仕責任者) 金折秀(会員組織委員長)藤間勘菊(広報委員長)

常任理事:石丸幹夫 吉田昭生 木場紀子 オブザーバー:炭谷亮一 岩倉舟伊智 以上敬称略

場 所 : ホテル日航金沢 5F オーキッド

議 件 : 1。次年度役員紹介 2.次年度金沢 8RC 新年合同例会会費について 3。東日本大震災復興支援について

4。その他

………………………………………………………………………
★ ハ イ ラ イ ト よ ね や ま １６９号 ★ 2014 年 4 月 11 日発行
………………………………………………………………………
2014 学年度の奨学生は 724 人となりました。 国・地域別では中国が 40.6 ％、次いで韓国が 15.8 ％、ベトナム 9.8
％、 台湾 5.5 ％の順となっています。中国・韓国籍の割合が 2 年連続で減少しており、両国の来日留学生数そのも

のが減少していることもありますが、地区選考委員会が国・地域の偏りに配慮して選考していることが 伺えます。

プログラム別では、今年度初めて学部課程が 261 人と最も多くなり、 次いで修士課程が 257 人、博士課程が 178 人、

そのほか、地区奨励 奨学生（12 人）やクラブ支援奨学生（10 人）などとなっています。


