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2015年 5月のロータリーレートは１ドル＝ 118円 2015年 地区大会は 10/24～ 10/25

金沢百万石

LIGHT UP ROTARY ロータリーに輝きを 2014～ 15 RI会長 黄其光 Gary C.K.Huang（台北 RC）
ふるさとを育み 世界平和へ 2014～ 15 2610地区カバナー 永田 義邦（高岡 RC）
多様性と団結力を活かして楽しく活動する ~みんなちがって みんないい 会長 宮永満祐美

オープンロータリー
受付・ウエルカムティー
セレモニー
例会開始前、18:30 より来

客や会員には布施美枝子会員

を中心に、会員夫人にお願い

して茶席を用意しました。

点 鐘
四つのテスト

『手に手つないで』

宮永満祐美会長： 皆様ようこそ お越

しくださいました。また 東京世田谷中

央 RC の皆様もようこそ お越しくださ

いました。会員の皆さん お疲れ様でし

た。

本日は オープンロータリーと銘打

って オープンカレッジなどを模して、

ロータリーを 他の皆様に 体験して頂こう という企画で 今年初め

て開催いたします。 開催にあたり 少し私の方からロータリークラブ

のご説明をいたします。 ロータリークラブというと 社長たちがお昼ご飯を食べながら交流している会と思われ

がちですが、歴史ある奉仕団体でございます。

奉仕は五つあります まず身近なところから 自分の職業を通じて社会に奉仕する職業奉仕、私達のクラブのた

めの時間や労力を奉仕するクラブ奉仕、そして 地域社会に奉仕する社会奉仕、もっと広いところでは国際社会に

奉仕する国際奉仕、青少年の健全育成に対して奉仕する青少年奉仕でございます。

今期の活動を振り返りますと 私達の活動は地域への社会奉仕は、子供の電話相談をフリーダイヤルで実施して

いる子供夢フォーラムにパソコンの寄付、難病の子供たちの夢をかなえるメイクァウイッシュの方をお呼びして

寄付、脳障害の子供たちを支援しているパイロットクラブへの寄付です。

青少年奉仕には 日本と韓国の子供たちの交流事業を行いました。

国際社会にはラオスの子供たちの IT センターへパソコン
とネット環境を整備するための寄付、そして 本日ネパール

の震災の寄付を 皆様の善意として届けます。

私達のクラブは 高額を寄付というようなことではなく、

小さなクラブとして できることを 会員が汗をかきながら

行っております。その中で 会員の友情をはぐくんできまし

た 会員には、何かあったら頼める人が多いです。とても仲

良くやっています。今回のオープンロータリーも 手作り感

のあるイベントです。私のような若輩が会長を務めることが

できたのも皆さんの大きな心と友情があったからです。

Kanazawa Hyakumangoku
KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0784 2015.5.30
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第 787回
オープンロータリー

ホテル日航金沢「孔雀」

5/21例会出席率 18/37 48.65％
4 月の平均出席率は 68.5 ％

稲山訓央 SAA
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（１）ゲストのご紹介

石丸 恭子様 吉浦 昭二様 吉浦 政子様 桧森 隆一様 上杉 幸代様 上杉 廉さん 野村 礼子様

岡田 宣之様 井上 正雄様 井上様ご夫人 上田 喜之様 浦上 光太郎様 鈴木 三知子様

表 靖子様 二木 富子様 矢来 正和様 小谷内 陽平様 村田 順子 様

（２）ビジターのご紹介

東京世田谷中央ＲＣ： 直前会長 橘 倍男 様 幹事 中村 清一 様 クラブ運営 佐々木 悟様

会計監査 吉原 三夫様 広報/情報委員長 矢崎 潤子様 橘 友音様 深澤 仁様 秋山 功様

秋山 清美様 合計 オープンロータリー 全参加者４５名

（３）千羽鶴を石丸会員・恭子夫人へ

（４）ネパール義援金目録の贈呈 元米山

記念奨学生 ソバナ・バジュラチャリア様へ

《 食 事 》

幹事報告/委員会報告
〔幹事報告〕井口千夏幹事：

・この後に行います１分間卓話を来週の会報に掲載しますので、原稿を

今週中にメールまたはＦＡＸで事務局までお送りくださるようお願いい

たします。

・5/24（日）13:00 より野々市文化会館フォルテにおきまして、地区研
修・協議会が開催されます。対象の方はご出席をお願いいたします。

・来週（5/28）は休会です。 ・5/30（土）19：00より「滝亭」におきまして高崎 RCとの合同例会を開催いたしま
す。 それに先立ちまして水野会員の工房見学会に参加される方は、13:00メモリアルホール集合となります。

5/21オープンロータリー例会出席者
【会員名】
石丸 幹夫 稲山 訓央 井口 千夏 江守 巧 江守 道子 大路 孝之 北山 吉明 金 沂秀

魏 賢任 宍戸 紀文 谷 伊津子 西村 邦雄 藤間 勘菊 布施 美枝子 宮永 満祐美

武藤 清秀 村田 祐一 若狭 豊

【ゲスト・ご家族・ご友人・知人】
ご招待した会員 ご家族 ご友人・知人

石丸会員 石丸 恭子様 吉浦 昭二様 吉浦 政子様

稲山会員 桧森 隆一様

上杉会員 上杉 幸代様 上杉 廉さん 野村 礼子様

大路会員 岡田 宣之様

魏 会員 上田 喜之様 山田 礼二様

北山会員 井上 正雄様 井上様ご夫人

藤間会員 浦上 光太郎様

布施会員 表 靖子様

宮永会長 矢来 正和様 小谷内 陽平様

村田会員 村田 順子様

【東京世田谷中央ＲＣ】
直前会長 橘 倍男（たちばな ますお） 様

幹事 中村 清一（なかむら せいいち） 様

クラブ運営 佐々木 悟（ささき さとる） 様

会計監査 吉原 三夫（よしはら みつお） 様

広報/情報委員長 矢崎 潤子（やざき じゅんこ）様

橘会員奥様 橘 友音（たちばな ともね） 様

橘会員ご友人 深澤 仁（ふかざわ ひとし） 様

橘会員ご友人 秋山 功（あきやま いさお） 様

秋山様奥様 秋山 清美（あきやま きよみ） 様

石丸幹夫：娘の病気の回復を

祈ってに千羽鶴をいただき、

本当に其の友情には感謝して

おります。
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ニコニコＢＯＸ ￥ 34,000- 本年度￥ 481,002- 残高￥ 5,924,417-
東京世田谷中央ＲＣ 橘 倍男会員：すばらしいコンサートありがとうございました。堪

能いたしました。２０周年是非お越し下さいませ。

東京世田谷中央ＲＣ 西岡会長：今日は伺えず大変残念です。来年創立２０周年記念式典

を予定しています。是非みなさまでいらしてください。

宮永満祐美会長：世田谷中央の皆様ようこそ。またゲストの皆様もご参加ありがとうござ

います。楽しい会にしましょう。

井口千夏幹事：本日はゲストの皆様 百万石のオープンロータリーにようこそ。楽しんで

ください。

石丸幹夫会員：姉妹 RC世田谷中央クラブやオープンロータリーの多くのお客様を迎えて楽しい会になりそうです。
大路孝之会員：世田谷のみなさん、ようこそおいで下さいました。また岡田さん今日は楽しいんで行って下さい。

北山吉明会員：本日はゲストの皆様 本当にようこそ。楽しい一時を過ごして下さい。

魏賢任会員：皆さまこんばんは。今日は、はじめてのオープンロータリーデイです。沢山のゲストの皆さん、よう

こそ 百万石ロータリークラブへ！とてもわくわくしています。また布施会員、美味しいお茶のおもてなし あり

がとうございました。

藤間勘菊会員：世田谷中央の皆様 オープンロータリーにお出かけ下さいました皆様 ようこそ。おいそがしい浦

上理事長様 ようこそ。きょうはお楽しみ下さい。

村田祐一会員：オープンロータリー！皆様ようこそ、ようこそ。楽しい一時を御一緒致しましょう。

会員による全員卓話および同伴者のご紹介
「わたしの××なロータリー」と題した１分間卓話や同伴された方を会員よりご紹介

石丸幹夫会員：「大きな財産 ロータリークラブ」

35 年間、ロータリークラブにおりましたが、結果として、大変よかったと思います。 そうで

なかったら、職場を離れ、この年になって何をしているかを考えますとき、趣味の会か、老人ク

ラブぐらいでしょうね。今でも、毎週、いろんな職業や趣味、年齢の人と会い気軽に歓談したり

して、奉仕しながら、生きていく力を与えてくれる所は定年のないロータリークラブ以外にはな

いと思います。 忙しい若い時からロータリークラブにいたおかげで、年齢の差を超えて、次々

とと新しい友も出来、クラブが自分の家の様になった事は本当に大きな財産です。家内も機会を

見て顔を出したお陰で仲間が出来て喜んでいます。

稲山訓央会員：私は入会して、丸 2 年になろうとしています。きっかけは父親がライオンズ、母
親がロータリーの家庭に育ち、父親がなくなったことで、ロータリーに入会しました。母親が女

性ロータリアンだったので、女性が多い夜間例会ということで、こちらに入会させていただきま

した。今日のゲストの北陸大学副学長桧森先生との唯一の共通点は、金沢に単身赴任であるとい

うことです。よろしくお願いいたします。

井口千夏会員：「私にとってのロータリアンって?」
ロータリーに入って、ロータリアンってどういう事だろうと思っていました。ロータリアンでい

るだけで、今まで出会うことも まして お話することもないような方々と一緒に時を過ごせ、

そして気さくに接していただける。日本だけでなく、海外でも ロータリアンってすごいなと

思いました。ただすごいということではなく、それぞれに「奉仕のこころ」という思いをもって

いるからだとようやく気付きました。私には今まで、かすかでしかなかった「奉仕のこころ」で

すがこれからは多くのロータリアンの方々がいだいている「奉仕の心」を見習いながら自分自身

の「奉仕のこころ」を大きく高めていきたいと思います。

江守巧会員： アメリカの大学から帰ってきて、石丸先生に誘われてロータリーに入りました。

２０数年前に脳梗塞で左半身麻痺となりましたが復帰しました。大学医学部の同級生や近い年齢

の会員さんも多く、楽しくやっています。

江守道子会員：私の亡くなった父がライオンズクラブに所属しており、大学生の時に交換留学生

としてアメリカに行き、それがきっかけで私の世界観が変わりました。ロータリーもライオンズ

も日本だけでなく世界にネットワークが広がり、エンジョイしながら皆さんと仲良くやっていき

たいと思います。
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大路孝之会員：「私にとって修行的な存在のロータリー」

その理由のひとつは、例会が毎週あることです。仕事で、休まざるを得ない場合は休みますが、

それ以外は出席するよう努めています。正直、スキップ・アップしたいときもあります。ロータ

リアンの資質がないのかも知れません。もう一つの理由は、ロータリーは高邁な理想を掲げてい

ることです。私は生来、アバウト人間であり、果たして４つのテストの目標を実践しているか自

問自答すると自信がありません。しかし、修行だと思って皆さんについていくだけです。一方、

自分にとって良いこともあります。会員の皆さんは、各種分野のひとかどの人ばかりで、ロータ

リーでの交流を通して、いろいろなことが吸収でき、人間としての幅が少しでも大きくなれるの

ではと感じています。いろいろな卓話者のいろいろな話も聞けるし、見識が広がる気がします。百万石ロータリー

では、音楽を聴く機会もあり、優雅な気分に浸れます。とにかく、余り背伸びをせず、活動していきたいと思いま

す。 私は、中学時代はバレーボール、大学時代は野球と団体競技をやったので、チームワークの大切さは身につ

いています。次期、幹事ということで、正直なところ、何も分からない者が、任務を果たせるかどうか不安ですが、

会員相互のチームワークを大切にしていきたいと思います。皆さんに、教えてもらいながら、がんばります。よろ

しくお願いします。

魏賢任会員：おかげ様で入会させていただいて１６年目です。菜香樓で創立の準備会議をされて

いたことがきっかけで、飯野初代会長からお誘いを受け、当時７０代の飯野先生の「今でもクラ

ブのみんなと日々勉強・成長している」という言葉で入会を決めました。私は中国出身で、東京

の大学を出ましたが、近くに同級生が一人もいなく寂しいと思っていたこともあります。親であ

ったり、お兄さん・お姉さんであったり、同級生・友人のように自分を育てていただいています。

これも一つのご縁です。次年度７月より会長という大役を拝命させていただきました。精一杯努

めます。このクラブを５０人規模のクラブにしたいという願望があります。皆出席の心配はいり

ませんので、出来る限りの出席で結構ですので、ご入会をお待ちしております。

北山吉明会員:「ロータリーは奉仕のこころのスイッチ」
ロータリンになって私の心に奉仕のスイッチが入りました。奉仕活動には何も特別なものは必要

ない、そう教わって急に心のスイッチがぱちんと入りました。自分にできること、今できること、

小さなこと、それでいいんだよ。そう教わって、気が楽になった瞬間、心の中で奉仕のスイッチ

が大きな音をたてて入りました。それからです。好きな歌でチャリティコンサートを始めました。

お客さまは百万石ＲＣの会員。みんなで奉仕できるから、とてもうれしく思います。音楽を聴い

て、みんなの心にもスイッチが入るといいと思っています。

杵屋喜三以満会員：「私の不思議なロータリー」

初代会長の飯野先生にあなたは自分の世界以外ももっと知った方がいいといわれ入ったのが百万

石 RC でした。意見交換が活発で自由で目から鱗のことが多く、まずそれが不思議でした。最近は
欠席ばかりで辞めようかなと思ったこともありあましたが、そう思うとなかなか決断できない自

分が不思議でした。先日金沢ローターアクトクラブが４０周年事業として、金沢の伝統文化を体

験し金沢の輝きを発信していこうというテーマの中、三味線の体験を行いました。一人一人がほ

んの少しの興味と知識を持ちその存在を認識することが重要であり、それこそが伝統を未来に繋

ぐ鍵になるという感想を体験者からいただきました。将来ロータリアンになってくださるであろう人達が金沢に育

っていることを嬉しく思う自分が不思議。今、飯野先生に改めて感謝の気持ちで一杯です。

金沂秀会員：日本生まれ日本育ちの在日韓国人として国をあまり知らなく育ちました。韓国南光州

のクラブと姉妹提携をして、韓国の友達が増え祖国が近くなったことを実感しています。このこと

がロータリーに入って良かったと思うことです。何よりもアットホームでおせっかいで意地っ張り

で頑張る、この百万石が小さいクラブですけれども誇りです。

谷伊津子会員：「私の勉強の場所」

入会して１７年間皆出席を続けております。仲間づくりという意味では本当にいいグループだと

思っています。金沢福井県人会の集いで石丸先生からお誘いをうけて入会いたしました。私は組

織というものが得意ではありません。けれども地区の社会奉仕の委員として、環境保全に興味が

あり、社会奉仕委員長を続けさせていただいております。そういうお世話をさせていただくこと

によって、他の組織にはない勉強をさせていただいています。自分磨きの場所と思って毎週の例

会に参加しております。
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西村邦雄会員：内科の開業医の西村です。私にとってのロータリークラブは、人との交流を広げ

る場です。村田会員の勧誘で入会しました。外部講師の３０分の卓話を何よりの楽しみにしてい

ます。医者の世界は狭いものです。入会したおかげで、随分色々なお話をうかがうことができま

すし、色々な職種の方とお知り合いになれたことにも感謝しています。数年前に、当クラブの会

長をさせていただき、地区大会を担当したことも貴重な経験でした。ゲストにおいでの皆様、こ

の機会に是非ロータリークラブにご入会されることを勧めします。

藤間勘菊:「私とロータリー」
ロータリーで出逢った色々の方々とのご縁、又色々の行事、中でもクラブの全員が青天の霹靂は

炭谷先生のガバナー立候補でしたでしょう。クラブ内では初め賛否両論でしたが、決まったら全

員一致団結し大成功することが出来ました。当時の西村会長の懐の暖さ深さがあったからだと思

います。その後は皆の気持ちがいつもまとまり今日の特別例会、高崎との友好、富山西ロータリ

ーと友好又韓国の交流、ラオスのＩＴセンター、米山の学生のお世話、今日お見えの世田谷中央

との交流等々 先日の米山奨学生でネパール在住のソバナさんへの心使いも皆の気持ちの表れだ

と思います

布施美枝子会員：「ロータリー例会は大人塾！」

皆様に今日のようにお茶を楽しんでいただきましたのできっかけで、ロータリアンに仲間入りさ

せて頂きました。毎回の例会で多方面の方々の卓話を聞かせて頂くのが楽しみです。短時間に絞

られたお話は、眠る暇もなくチョツと賢くなれたようになり、私にとってロータリーは大人塾の

ように思っています。今日は、友人の表靖子さんと参加しました。彼女はわたしの良きアドバイ

ザーであり、困った時に、いつも適切な助言をしてくれます。表千家流茶道、草月流華道の先生

でもあり、能楽堂にてこまいの舞台を発表されてもいます。家庭ではご主人とドイツ語で会話さ

れています。表靖子さんです、宜しくお願い致します。

宮永満祐美会長：ロータリーを好きになったのは、藤間会長の年度に幹事をした頃からかなと思

います。やはり活動をしなければ駄目だなと思います。こんな世界もあるのか！というのがロー

タリーだと思います。今日来ていただいた私の友人 矢来正和さんをご紹介します。小学校・中

学校と９年間の同級生です。数年前からクラブにお誘いしているのですが、是非私の任期の６月

中に入会していただけると思います。

武藤清秀会員：「ロータリーで健やかに」

百万石ロータリーの数ある素晴らしさのうち、私が感じた素敵な二点をご紹介します。一つ目は

「会議が短く、物事がすぐに決まる」ことです。これは、気の短い人が多いためでなく、皆さん

前向きのせいだと思います。二つ目は「空気が濃い」ということです。高い山に登らなくても、

金沢にいると空気が薄く呼吸が苦しく感じられる場合があります。しかし、ここではそういうこ

とはありません。これは、会員が浮世離れしているということでは決してなく、多才で広い心を

お持ちだからです。皆さんとのご縁に感謝して、これからも百万石ロータリーの濃い空気を頂き

たいと思います。

村田祐一会員：百万石ＲＣに参加した初期の頃 は会員相互がお互いを知り合い、好意と友情を

深めるために炉辺会合やあらばしりの会など例会以外でもよく集まっていました。そのうちの一

つで勘菊宅に集まった時の事です。御嬢さんの真衣さんが篠笛を演奏してくれました。皆さんそ

の音色に感動して１０人余りの方々が篠笛を購入されました。かねがね音痴の私は何か一つ楽器

を演奏できるようになりたいとの願望があり、習い始めました。初めの１ヶ月は音がなかなか出

ませんでした。今では海外旅行には篠笛持参で、行く先々で妻の顰蹙を買いながら吹いています。

最初はベネチアのゴンドラの上で、次いでローレライの丘、オーストラリアの青の森の中で等と。

篠笛は嵩張らず、持ち運びに邪魔になりません。これまでは音楽は聴くだけであった楽しみに演

奏する楽しみも加えてくれました。これもＲＣに入ったおかげと感謝しています。

若狭豊会員：先日、大阪都構想選挙の結果は賛成、反対相半ばでしたが、反対が僅かに上回り、

都構想の実現は成りませんでした。変化なしということです。変化する。自分を変える。これか

らの自分を変える場合にも圧倒的な決定力が働くことは少なく、ほとんどの場合は 50 － 50 から
の選択になることが多いと思います。ベクトルがどちらに向かうかは、その時に偶然作用する何

んらかの小さな機転の働きがあってのことと思います。ロータリークラブ入会の際にも同じこと

が言えるかもしれません。私の場合、還暦を迎えるにあたり変化を求めて、篠笛の習い事を始め

ことからいろいろな出会いが生じて、今にして思えば余りにもすんなり入会してしまいました。

私の 50 － 50 観はロータリーの４つのテストのいずれもがそのように言ってくれているように思
えてなりません．みなさんいかがでしょうか。 以上です。
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ご挨拶
東京世田谷中央ＲＣ 中村清一幹事様：私はクラブ入会３年目で幹事をやらせていただきました。

東京世田谷中央ＲＣはそれほど寛大なクラブです。例会・奉仕・親睦など会員の皆様、先輩の方

々は非常に面倒見良く私達をサポートしてくれます。３年目でようやくロータリーというものが

わかってきたような気がします。今後、ますます積極的にやっていきたいと思います。今日は東

京から新幹線で来て観光しましたが、金沢いいですね。今日は金沢百万石ＲＣの皆様と楽しい時

間を過ごせるようしたいと思います。また２０１６年５月に創立２０周年を迎えます。ぜひ東京

世田谷中央ＲＣにお越しいただければと思います

オープンロータリーコンサート 「わたしと音楽とロータリー」
Program

（１）独唱 北山 吉明 会員

ピアノ伴奏 鈴木三知子様

♪ Musica Proibita ♪ Core ‘ngrato

（２）鼓（つづみ）演奏

江守 巧 会員

江守道子 会員 「鶴亀」

（３）ピアノ独奏 上杉 廉君（上杉輝子

会員のお孫さん）

♪ ソナチネ第一楽章（バルトーク）

♪ ソナチネ Op.36-4 終楽章（クレメンティ）

♪ ポロネーズ（シュモール）

（４）独唱 稲山訓央 会員

ピアノ伴奏 鈴木三知子様

ミュージカル｛キャツ｝より ♪ Gus:The Theatre Cat ♪

Memory

（５）篠笛演奏 村田祐一会員 ♪ ぞうさん ♪笛吹童子

（６）みんなで歌いましょう！

ピアノ伴奏 上杉 廉君 ♪ 花は咲く

謝辞・謝礼 ピアニスト 鈴木三知子 様

閉会挨拶 金沢百万石ＲＣ 会長ｴﾚｸﾄ 魏 賢任

長時間でしたが、楽しいひと時をお過ごしいただけまし

たでしょうか。今回はじめてのオープンロータリーでし

たが、次年度も同じように開催したいと思います。多芸

多才な会員さんが多く飽きのこないクラブです。是非多

くの方にご入会いただければと思います。本日は有難うございました。

点 鐘
パストガバナーからの手紙 221 回

高崎Ｒ.Ｃ 驚異の増強 炭谷亮一

４月４日（土）金沢百万石 RC と友好関係にある高崎 RC との合同例会が高崎市内で行われました。高崎市長は

じめ多数のゲストの出席があり、とても単なる合同例会とは思えない程の盛大さでした。そして驚きの事実を知り

ました。高崎 RC の期首の会員数は６４名でしたが、何んと９ケ月経過した時点で３７名の会員増強があり、１０

１名の大規模 RC へと変身を遂げたのでした。田中久夫会長のお話しでは、期首より全会員に増強の意義と必要性

を訴え、十分にモチベートし、田中会長自ら陣頭指揮に当たったそうです。ちなみに会長自身の増強は１９名との

ことでした。恐るべき熱意とパワーに圧倒され脱帽しました。会員の平均年令は５０歳代となり、若さとエネルギ
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ーが満ちあふれた RC へと変革し、今後の奉仕活動が大いに期待出来ます。当夜は新入会員２名の紹介があり、そ

の内の一人はプロ野球のヤクルトや巨人で強打者として活躍したラミレス選手でした。あのチャーミングな笑顔と

人柄で、とても高崎市民に愛されているとのことでした。この４月から高崎 BC リーグ球団のシニア・ディレクタ

ーに就任とのことでした。ロータリアンとして種々の奉仕活動に参加したいと、さわやかに語っていました。最後

に田中会長は高崎経済大学の副学長と言う要職にあり多忙な毎日だそうですが、現状に満足せず更なる増強につと

めると話されていました。2017-2018 年度 2840 地区ガバナーとして地区内外から早くもその力量が注目されていま

す。

P.S. 上記と同じ原稿をロータリーの友「ロータリー・アット・ワーク文章編」に投稿しました。多分７月号以降

に掲載されると思います。

南光州 RC から 45 周年記念式と会長役員離就任式への招聘状 南光州（クァンジュ）ロータリー

クラブ RI 加入承認 45 周年記念式および会長役員離就任式が 2015 年 6 月 29 日(月)午後 7 時光州（クァンジュ）ペ

イルリコンベンションで開催されます。

招請状をお送りしますので出席可能ならば参席者名簿をあらかじめ送られるように願います。7 月初めに光州（ク

ァンジュ）で Universiad 大会がありますので、ホテル予約の関係で来週までにご連絡下されば有難いです。

会長エレクト 魏 賢任 副幹事 大路 孝之

『会長・幹事慰労会並びに新入会員歓迎会』の開催について
今年度も残りわずかとなりましたが、2014-15 年度 宮永会長・井口幹事の慰労会並びに 12 月にご入会いただきま

した布施会員の歓迎会を開催いたします。

今年度最後の例会となります。今年度を振り返り、また次年度へ向け気持ちを新たにする懇親の機会になればと思

いますので、多数ご出席いただきますようよろしくお願いいたします。

日 時 ２０１５年６月２５日（木） １９時００分より

場 所 かなざわ 石亭 金沢市広坂 1-9-23（TEL：231-2208） 会 費 １万円

申込〆切 ６月１１日（木）までに事務局へお申込みください。

会員消息
東海林也令子会員

5/18 朝 7 時

富士山が綺麗で

した。

沼津駅前のホ

テルから撮影し

ました。

北山吉明会員

北国新聞 2015.5.21 日刊
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第 2610 地区ガバナー四津谷道昭様（高岡 RC）が 5 月 3 日ご逝去
1998 ～ 1999 年度国際ロータリー第 2610 地区ガバナー四津谷道昭様（高岡 RC）が 5 月 3 日ご逝

去されました。（享年 88 歳）

ここに追悼の意を表し、謹んでお知らせ申し上げます。

密葬は近親者により既に営まれました。本葬は下記の通り執り行われます。

通 夜； 6 月 19 日（金）午後 5 時

葬 儀； 6 月 20 日（土）午前 10 時

場 所；国宝 曹洞宗高岡山 瑞龍寺

〒 933 － 0863 富山県南問市関本町 35 TELO766 － 22 － 0179
喪主；四津谷道宏（よつやどうこう）様

オープンロータリーの記事新聞にも

花 の 写 真

を 送 っ て

下 さ い 。

編集部

地区研修・協議会 2015/5/24(日)
ホスト野々市 RC（場所：野々市市文化会館フォルテ）

地区協議会出席者：次期会長 魏賢任

次期広報委員長 藤間勘菊次期会計 西村邦雄

次期理事・役員 若狭豊 次期ロータリー情報委員長 宍戸紀文 武藤清

秀 宮永満祐美 次期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 井口 千夏 次期ニコニコ BOX
委員長 布施 美枝子 パストガバナー次期ロータリー財団委員長 炭谷

亮一 次期国際青少年交換委員長 上杉 輝子

次期社会奉仕委員長 谷 伊津子 12 名

くれないかたばみ

北国新聞 2015.5.22 日刊
芍薬

東京世田谷中央 RC の皆様を囲んで



- 9 -

合同例会高崎 RC 出席者名 2015.5.30 滝亭
１ ○ 阿久澤嘉一

２ ○ 新井徳治

３ ○ 市川哲名

４ ○ 市川豊行 バスト会長 特別委員会委員長

５ 市川恵子

６ ○ 岡本謙一

７ ○ 金井克智

８ ○ 金田悦郎 バスト会長

９ ○ 神澤利之

10 ○ 桑原幸雄

11 桑原悠嘉

12 ○ 佐藤克佳

13 ○ 塩川祐次 パスト会長

14 ○ 芝崎勝治

15 ○ 芝崎三津江

16 ○ 嶋方智之 副幹事

17 ○ 神宮嘉一 親睦委員長

18 ○ 須藤二三男 次年度幹事

19 ○ 須藤知代子

20 ○ 関口俊介

21 ○ 高瀬和利

22 ○ 竹山哲男

23 ○ 田中栄司

24 ○ 田中久夫 会長

25 ○ 富山俊吾

26 ○ 根本康弘

27 ○ 服部敏雄 副会長

28 ○ 羽鳥修司 パスト会長

29 ○ 治田芳久

30 ○ 治田初穂

31 ○ 広瀬雅美 幹事

32 ○ 深堀達義

33 ○ 丸山和久 副会長 （会長ノミニー）

34 ○ 三村治

35 ○ 茂木節夫

36 ○ 矢嶋真 副幹事

37 ○ 吉井宏文

38 ○ 吉崎裕

39 ○ 吉田吉太郎 バスト会長

40 吉田正子

41 〇 植松 巌

2014 ～ 15 役員・理事・委員会
(役員） 会長：宮永満祐美 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：宍戸紀文 直前会長 野城 勲

（理事） 理事： 二木秀樹 北山吉明 金沂秀 藤間勘菊 西村邦雄 武藤清秀

常任理事： 石丸幹夫 吉田昭生 木場紀子

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 監査：後出博敏

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
(委員会) クラブ管理運営委員長：二木秀樹 副：東海林也令子 親睦：○武藤清秀 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 高田重男

例会：（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

SAA：○宍戸紀文 稲山訓央 ニコニコ：○稲山訓央 若狭豊 友好・ｸﾗﾌﾞ細則： 細則 CLP 検討 江守巧

富山西 RC との交流岩倉舟伊智 木場紀子 金沢北 RC 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

金沂秀 藤間勘菊 直前委員長：西村邦雄

奉仕プロジェクト委員長：北山吉明 副：水野陽子 職業：○永原源八郎 二木秀樹 大路孝之 稲山訓央

村田祐一 谷伊津子 社会：○村田祐一 谷伊津子 北山吉明 '新世代・青少年○北山吉明

国際：○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 描き損じハガキ 江守道子

米山奨学会 木場紀子 奨学生の世話大路孝之（カウンセラー）野城 勲 青少年奉仕 国際青少年交換上杉輝子

ローターアクト研究会稲山訓央 上杉輝子 直前委員長:木場紀子

会員組織委員長：金沂秀 副：江守巧 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 前期石丸幹夫 藤間勘菊 後期木場紀子 江守巧

広報委員会委員長：藤間勘菊 副：石丸幹夫 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

会報・ホームページ：石丸幹夫 宍戸紀文 直前委員長 村田祐一

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

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（地区委員） 諮問委員会委員 地区ガバナー氏名委員会委員、クラブ奉仕部門Ｂカウンセラー 炭谷亮一

社会奉仕委員会委員長 ロータリーとふるさとを考える委員会委員 谷伊津子

地区監査委員会委員長 後出博敏 Ｒ米山奨学会委員会副委員長 藤間勘菊

友情交換委員会委員 宮永満祐美

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
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) 事務局員 西村有里 幹事 井口千夏

クラブ例会予定 2014-2015 年度 5/30（土）高崎 RC との合同例会 19:00 滝亭 6/4 洲崎 邦郎様

6/11 横山 方子様 6/18 クラブフォーラム 6/25 会長・幹事慰労並びに新入会員歓迎会 石亭 19 時


