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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

「Be a gift to the world」世界へのプレゼントになろう

2015 ～ 16 K.R.“ラビ”ラビンドラン RI 会長

「ロータリーを楽しむ」

国際ロータリー第 2610 地区 2015-16 年度ガバナー 柳生 好春

「楽しく活気のあるクラブを目指して」 金沢百万石 RC 会長 魏賢任

8/20 の例会前に会長幹事と辻卓ガバナー補佐で懇

談会を行った。

出席：辻卓ガバナー補佐 魏賢任会長 若狭豊会長

エレクト 大路孝之幹事 武藤清秀副幹事

点鐘
ロータリーソング

『 我等の生業 』

２．四つのテスト

３．魏賢任会長 挨拶

本日は辻ガバナー補佐をお迎えして

の例会です。先程まで懇談会にて有意

義なお話とご指導をいただきました。さて、今日は中国のマスメディアについて話をさせていただきます。8/12 の

夜、中国天津で危険物の爆発事故がありましたが、中国のテレビや新聞などではほとんど真相が報道されていない

ようです。インターネットの情報で現場の写真などを見るにつけ、被害は相当大きいと思われますが、当局が発表

する死者数は今日現在数十名とされています。新聞・テレビ・雑誌・ラジオも情報の審査があり、それを通った情

報しか出ない。中国ではインターネットの SNS を通じて情報を得ているわけですが、共産党のトップの人達もイン

ターネットから民意を拾っているといわれています。ネットの発達に感謝するところもあります。爆発事故に関し

ては、しばらくしたら真相に近い情報が新聞やテレビにも出てくると思いますが、今日は中国と日本のマスコミの

違いについて話をさせていただきました。

１）ゲストのご紹介〔卓話者〕石川第１分区 B ガバナー補佐

（金沢西 RC) 辻 卓（つじ たかし）様

２）ビジターのご紹介 野々市ＲＣ会長 松田真一（まつだ

しんいち）様 日頃から色々とお世話になっております。これから

も野々市 RC と機会がある毎に親睦を深めていければと思います。

よろしくお願いいたします。

３）皆出席顕彰 ８ｶ年 宮永満祐美（みやなが まゆみ）会員

《 食 事 》

柳生好春ガバナー

Kanazawa Hyakumangoku
KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0795 2015.8.27

．

第 798 回

ホテル日航 3F
8/20 例会出席率 22/41 53.65 ％

５月の平均出席率 66.72 ％
西村邦雄 SAA
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幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕大路孝之会員：①本日例会終了後、辻ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐をお迎えしての「ｸﾗﾌﾞ協議会」を隣室にて開催

いたします。②来週は柳生ｶﾞﾊﾞﾅｰをお迎えしての例会となります。会場は本日同様 3F にて 19 時開

会です。③本日皆様に、昨年度ロータリー財団へご寄附いただいた領収証をお渡しいたしました。

確定申告の際、必要になるかと思いますので、保管くださるようお願いいたします。

〔委員会報告〕吉田昭生会員：4/25 ネパールで大きな地震がありまして、その節会員の方々か

ら尊い浄財を賜りました。ソバナさんの考えで現状を察しながら使っていただこうと、米山奨学生

でありましたソバナさんへクラブから直接義援金を

送金しました。今回８月にネパールの村人に対して

水タンクの設置を行ったとの報告がありました。そ

れによって約２０所帯の人達が喜んでくれていると

のことです。早々にして我々の尊い浄財が形あるも

のとして生かされ、そして２０所帯の人達の命を救

うひとつの糧になったということです。この場を借りまして再度皆

さまにお礼を申し上げる次第です。本当に有難うございました。

〔その他報告等〕

江守道子会員：以前に卓話をいただきました「カラ」の村上先生から事業報告書等が届いておりま

すにので、興味のある方はご覧になってください。よろしくお願いいたします。

ニコニコＢＯＸ ￥ 13,000- 本年度￥ 186,100- 残高￥ 5,258,611-
辻 卓ガバナー補佐：本日はガバナー補佐として参りました。よろしく。

野々市 RC 松田真一会長：ひさびさにお伺いしました。宜しくお願いします。

魏賢任会長：皆さまこんばんは。辻ガバナー補佐ようこそ、我が百万石ロータリークラブへご

訪問いただきます。お話を心より楽しみにしています。野々市ロータリークラブの松田会長、

ご訪問ありがとうございます。 大路孝之幹事：辻様、卓話よろしくお願いします。

石丸幹夫会員：ガバナー補佐の辻様 本日はお世話になります。 木場紀子会員：辻ガバナー

補佐さま ようこそ百万石へ 御指導よろしくお願い申します。 炭谷亮一会員：辻様 今夜

は御苦労です。テニスやってますか？ 藤間勘菊会員：辻ガバナー補佐様 松田野々市 RC 会長様をおむかえして。

水野陽子会員：辻ガバナー補佐様 ようこそおこし下さいました。今日はよろしくお願いします。

講話の時間 『 英国滞在で見えてきたもの 』

辻 卓（つじ たかし）様

紹介者：大路孝之幹事：昭和１１年 金沢市生まれ。昭和３０年 泉が丘高校卒 昭和３５年 慶應義

塾大学法学部卒 ２年間損保会社勤務 昭和３７年 辻商事株式会社設立。のちに社長。北陸ヤマハホー

ム機器株式会社設立、社長 社団法人 金沢経済同友会常任幹事 金沢西ロータリークラブ会長 等歴

任 現在 （株）辻家庭園保存会代表取締役

講話：いつもは昼の例会に参加しておりこちらへも初

めて参りました。先程、会長幹事懇談会の際にも申し

ましたが、この金沢百万石 RC は非常にユニークなク

ラブで、文化・芸術面の会員が非常に多く、女性会員

も多く将来性の明るい活発なクラブという印象です。

今日の卓話はロータリーとは関係のないテーマで行い

ます。私の娘が美大の大学院卒業後、更に勉強したい

ということで、ニューヨークかロンドンを希望しまし

た。 留学や学校の手続きを全て一人で行い、その熱意にほだされてロンド

ンへ留学させたのですが、３年間で帰る予定がロンドンで結婚し、マルチメディアクラフトデザイナーとして現在
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活動しております。そのような関係で何十回とロンドンを訪問し、約２年半の間ロータリーを中断しイギリス主体

の生活を行ってもいました。ユナイテッドキングダム＝英国へ行って感ずるところは、一言で言うと大人だなとい

う印象です。逆に日本はというとガキっぽいところがあると言わざるを得ない。どういうところが違うのだろうか

というと、例えば街中で他人と目があったりするとニコッと微笑むことができる。また手動ドアを通る際には次の

人が来るのを待ってドアを開けてくれることが当たり前。車に乗って狭い道を通る際は譲り合う。気持ちがいい習

慣が非常に多い。心の余裕・ゆとり・思いやりを感じるところです。国状が違うからということで、当初はあまり

深く考えなかったが、周りを見ていると日本で見聞きしていた英国に対するイメージや聞いていた知識が違うと思

う点がたくさんある。英国といえばかつては７つの海を制覇した帝国であったかれども、現在は島国であり斜陽国

家。かたや日本は今でこそ中国に抜かれたとはいえ第２の経済大国などといわれ、国民ひとり当たりの所得もデー

タ上では日本の方がわずかですが上。けれども英国に住んでみると段違いに日本よりも心のゆとりや経済的なゆと

りがあるようにみえる。常に考えていたところ、徐々に見えてきたものがある。向こうで数ケ月暮らして日本に戻

ってテレビのニュースを見ると、とにかく災害の多い国だと感じる。こちらにいると当たり前になるが、日本列島

は災害列島でないか。火山・地震・台風・大雨・洪水・崖崩れなど次から次と災害がおこる。ところが、英国では

まずない。同じ島国でありながら、平野と山地の比率が逆です。北海道のようななだらかな丘陵地帯が広がってい

るのが英国で、古くから人類が住んでおりローマ時代の遺跡も多く残る。イギリスのバースというところにはロー

マ時代の大浴場の遺跡が残っており、BATH（風呂）の語源にもなっている。緯度は随分北に位置しているが、暖
流の影響で気候は暖かい。金沢よりはるかに温暖であるが、冬のロンドンは暗い。日照時間がとても短い反面、夏

は夜１０時ぐらいまで明るい。いずれにしましても、英国に住んでいる人の心の余裕がどこからくるのかと考えま

すと、一番は災害が少ないこと。もう一つは住宅の耐用年数の違い。日本の住宅の使用年数は約２７年であるが、

英国は約８０年。親子３代ぐらいが住み続けることができるので、住宅への投資が少ない。レジャーの質を見ます

と日本では考えられない。ほとんどの人が別荘を持ち、週末はキャンピングカーなどで出かける人も多い。郊外に

はローカルの空港が沢山あって、小型飛行機が並んでいる。シューティングも盛んで、日本のゴルフ場のような森

をインストラクターの指導で周ってかわらけを撃つという遊びであるが、クラブハウスで愛好者が談議する。クラ

シックカー愛好者も多い。それがひいては聖戦的な余裕につながっていくのだと思うようになった。例えばロンド

ンの中心街を歩くとうば車が多い。一時期、日本でベビーカーを電車に持ち込む是非について議論されたが、英国

では考えられない。家内が孫が生まれた時に娘の家に行って、ベビーカーで近くのスーパーへ買い物に行った際に

風が吹いてベビーカーが飛ばされそうになった。その瞬間、近くにいた若者が飛んできて支えてくれたとのこと。

段差のある箇所でも誰かが手伝ってくれる。娘が言うには、ロンドンでは個人ではなく社会で子供を育てている感

覚だと。出生率は日本の 1.5 倍。国連が世界各国で調べたデータによると”非常に幸せ”だという回答が日本では
２７％、英国は５１％。１００カ国の内、自殺率１位はリトアニア、２位は韓国、３位はロシア、・・・日本は７位

で英国は６０位。また個人が使うことのできる時間の量が圧倒的に違っており、ＯＥＣＤの２０１４年データによ

る労働時間は韓国が年間２１００時間、日本は１７４５時間、英国は１６５０時間とデータ上は差が少ない。日本

のデータのとり方は実働時間であるのに対し、英国のデータは有給休暇も含めての労働時間であり、実労働時間で

はにということ。私の娘婿はロンドンの著名な建築設計事務所の取締役であるが、１年に１～２回は日本に来て１

０日間程滞在する。我々がロンドンへ行くとドイツ・フランス・ベルギーなどを一緒に観光する。最初は職場に戻

ったら席がなくなるかと心配したが、休暇をとるのはあたり前だと言う。よく国として成り立つと思うが、過去数

百年の蓄積がものをいっているのだと思う。大英博物館やナショナルギャラリーなどへ行くと膨大な所蔵物がある。

忙しいという言葉は心を亡くすと書くが、忙しいということにはマイナス面が多い。国民の間で争点になるような

出来事があっても、それに対して国民同士が討論するような時間を持ってないでしょう。東京のビジネスマンなど

は満員電車で通勤し、残業して家に帰ると家族との会話もままならない状況がある。ロンドンの街は密度が高く、

シティというロンドンの中心から地下鉄で約３０分で郊外へ行けろ。更にロンドンでは地下鉄の駅かバスターミナ

ルから徒歩１０分以上かかる場所に住宅の建設が出来ない。極端にいえば都心から郊外の自宅までは４０分間で着

くということ。定時に仕事を終えて６時前にはほとんどの人は自宅にいます。 家族で食事をして、時間のある人は

近くのパブへ出向いてビールを飲んでサッカーを見たりする。またディスカッションが行われる。そこで色々な意

見の修練ができる。政党の交替などもスムースに行なわれる。日本の場合は政治のことは政治家に任せきり、原発

の問題は原発の専門家に任せきりとなり、あるムラの意見で思わぬ方向へ行ってしまうということがある。個人の

持つ時間量を増やすこと、徐々に増えていっているのでしょうが、それによって豊かな思いやりのある国民性を作

る鍵ではないかということを英国での生活で実体験として感じました。まだ話したいことは沢山ありますが、ここ

で終わりにしたいと思います。７．質疑応答 ８．謝辞 点鐘
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金沢百万石ＲＣ クラブ協議会式次第 ～２０１５－１６年度 辻卓ガバナー補佐をお迎えして～

2015.8.20 於 ： ホテル日航金沢３Ｆ 進行役：大路孝之幹事

〔出席者〕会長 魏 賢任 幹事 大路 孝之 会長ｴﾚｸﾄ 若狭

豊 副幹事 武藤 清秀 石丸 幹夫 表 靖子 木場 紀子 金

沂秀 谷 伊津子 西村 邦雄 藤間 勘菊 布施 美枝子 水野

陽子 宮永 満祐美

１．開会挨拶 魏 賢任 会長

２．各委員会委員長より

クラブ管理運営委員会 武藤 清秀 委員長代理：委員長の意向を確認できずにこの場におりますが、親睦

担当として皆さんの負担にならないように親睦の会を企画していきたいと考えています。卓話のプログラムに関し

てもおもしろい内容を聞けるよう、会員からの紹介があればいいと思います。

奉仕プロジェクト委員会 水野 陽子 委員長：４つの小委員会の委員長さん主導でそれを助けるような気持

ちで、肩肘張らずに楽しくやれるようにできたらいいと思っています。５月の職場訪問で私の工房を訪ねていただ

いたのですが、いい事業だとあらためて感じました。例会だけではなく、食べたり飲んだりでもなく蜜になると思

いました。

会員組織委員会 金 沂秀委員長：クラブ要覧にうたった内容をやり遂げたいと思います。昨年度開始したオ

ープンロータリーを今年度も１～２度開催したいと思っています。いつもと違うリラックスした場所で話をしたら、

より親しく溶け合うので、その機会も作りたいと思います。それを会員増強に繋げていけたらと思います。

広報委員会 藤間 勘菊 委員長：昨年度のオープンロータリーが好評で「ロータリーの友」にも掲載され

ました。新しく加入された会員の方々にもこのクラブに馴染んでいただけたらいいと思います。広報委員会として

今年度もオープンロータリーを頑張りたいと思います。

３．辻 ガバナー補佐へのお願い・質問など

藤間勘菊会員：地区の広報委員会などでは、報道機関への情報提供をよくいわれます。過去には控えめな行動を

促されていましたが、どうなのでしょうか？

辻 ガバナー補佐：正直申しますと両論あって、ロータリーは表に出さず陰でいいことをするということが古い

教えでしたが、あんまり表に出ないとロータリーとは一体何をしている団体なのかいうことで、ほどほどの兼ね合

いです。

石丸幹夫会員：金沢百万石ＲＣには姉妹クラブや友好クラブの長期担当者がいます。というのは、せっかく努力

して姉妹クラブの提携をしても、担当が変わることによって交流が途切れてしまうということのないようにという

思いなのですが、他クラブはどうですか？

辻 ガバナー補佐：クラブによって様々で、１年交代や場合によっては担当者がいないということもあり、交流

が途切れてしまう可能性がでてくる。３年ぐらいの交替がいいのかもしれません。

石丸幹夫会員：会報やＨＰについて他のクラブはいかがですか？

辻ガバナー補佐：各クラブでも作製しているようですが、事務局任せのクラブや決まった内容の掲載だけを行う

ところもあるようです。金沢百万石ＲＣは会員主導で作られているということで、大いに今後とも続けられたらい

いかと思います。

西村邦雄会員：会員数が減少していることに対して執行部は対策をとっているのでしょうか？

辻ガバナー補佐：ＲＩからは常に会員拡大増強を言われています。日本国内では一時期１２万人、現在は約９万

人。２６１０地区では３５００人近くいた時期もありますが、現在は２６００人。場合によっては統合も考えなけ

れば立ち行かなくなるクラブもでてくる。

武藤清秀会員：友好はクラブ単位で行なっているが、個人の趣味などを通じての活動はあるのでしょうか？

辻ガバナー補佐：少ないとは思いますが、自由なので大いにおやりになられたらいいと思います。金沢西ＲＣで

は毎週ゴルフの会があります。

布施美枝子会員：お茶の世界では銅鑼の音は非常に大切で、静かにうずくまって音の余韻を楽しむということが

あります。ロータリークラブの点鐘に決まりはないのでしょうか？

辻ガバナー補佐：金沢北クラブでは魚住為楽さんの銅鑼の音で、皆さん余韻を楽しんでいらっしゃるようです。

通常一般的な点鐘はベル型です。海外では省略しているクラブもあるようです。
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４．辻 ガバナー補佐より総括

金沢百万石ＲＣはユニークなクラブで会員職業の範囲も広く、文化的な面のウエイトも高く今後の日本のあり方

にマッチしており、特に金沢にフィットしている。あと１０人ぐらい会員が増えれば益々いいと思います。

職業奉仕に関しては、職場見学もありますが、本来は自分の商売を大事にすること。正業を法律・倫理に反

しない範囲で大いに行うこと。その結果、税金を納めれれば奉仕につながることになります。

柳生ガバナーより事前に伝えていただきたいといわれていることが何点かあります。①職業奉仕を重要視してほ

しい ② 10/24～ 25地区大会に多数参加していただきたい ③来年 6/5日台親善会議に多数参加いただきたい
５．閉会挨拶 若狭 豊 会長エレクト：今日はガバナー補佐をお迎えして懇談会・卓話・クラブ協議会

と長い時間有難うございました。色々と考えさせられることがありました。今年度は魏会長のもと協力をしていた

だいて盛り上げていきたいと思います。皆さん長時間有難うございました。

パストガバナーからの手紙 231回
効果のあるガン免疫療法 炭谷 亮一

たしか５月の連休過ぎに酔ってテレビをつけ放しにして居間で寝ていて夜に突然目が覚め、画面をぼんやり見つ

めていると、NHK 特集で悪性黒色腫（メラノーマ）の根治手術が出来ない患者に３年前に一応切除し、その後に免
疫療法（小野薬品が開発した抗ＰＤ－ 1 抗体薬ニボルマブ，商品名オプジーボ）を行ったところ腫瘍は縮小し、３
年経過した現在では普通に日常生活を送っているとの報道にひっくり返る位いにびっくりさせられた。

約４０年前東京の病院に勤務していた頃、医長からメラノーマはごく初期なら切除する選択肢もあるが、その他は

何ら処置せず放置するのが一番延命効果があると指導をうけた（当時も効果が疑わしい免疫療法の一種であるＢＣ

Ｇ療法は行われていた）。

大体現在の医学会でもガン免疫療法なるものは眉唾物の域を出ていない、それが日本の関西の中堅製薬の小野薬品

工業が主体となって開発し、免疫系にブレーキをかける分子をストップすることでガンの治療を目指す新たな「免

疫チェックポイント阻害薬」が、海外に先がけて日本で実用化された、私はまだ夢の中にいるのではないかと思え

る位いびっくりさせられた。

「免疫チェックポイント阻害のＰＤ－１」は京都大学の本庶佑名誉教授らの研究チームが１９９２年に発見した分

子だが、製薬会社に共同研究を依頼しても眉唾物の「免疫療法」ではほとんどの会社に相手にしてもらえず、小野

薬品のみが興味を示し、共同研究が進行した。

ただＰＤ－１がガンの免疫抑制に関わる仕組みがわかるまでに７年の歳月が必要であった。更にアメリカのベンチ

ャー企業と２００５年に共同開発を締結更に更にベンチャー企業がアメリカ大手のブリストル・マイヤーズスクイ

ブが買収されたことで、開発にはずみがつき、２００８年に日本でも「ニボルマブ，商品名オプジーボ」のメラノ

ーマ患者に対する治験が始まり、安全性の高さと全生存期間の有意な延長、そして抗腫瘍効果がはっきり現われ、

医学界における風向きが変わった。総括するとガン免疫療法薬の「ニボルマブ」は通常のガン治療法は腫瘍を直接

攻撃するのに対し、免疫療法は患者自身の防御機能を引き出して悪性腫瘍と闘わせる。

従来の免疫療法のほとんどは、アクセルを踏んで車を加速させる様なやり方で、ガンに対する免疫応答を強め様と

してきた。新たな方法では、強力な免疫応答を抑えているブレーキを外してガンを攻撃する。

ガンはＴ細胞の働きを妨げるブレーキを複数持っており、これを妨げる抗ＣＴＬＡ－４抗体が米国で、抗ＰＤ－１

抗体が日本でそれぞれ承認を得た。

この抗ＰＤ－１抗体から製品化されたのがニボルマブ（薬品名：オプジーボ）である。

国内の治験において、根治切除が不可能なⅢ期とⅣ期のメラノーマの患者で、既存の化学治療薬であるダカルバジ

ンが効かなくなった３５例に二ボルマグを投与した、奏効率（腫瘍が消失したか、あるいは縮小した患者の割合）

は２２．９％、ダカルバジン単独での治験における奏効率の最大値（１２．１％）から決めた目安の１２．５％を

有意に上回った。、また腫瘍が縮小しないものの、増大もしなかった患者も４３％に達するなど、予想以上の効果を

上げた。

国内外の他の治験でも非小胞肺ガン、腎細胞ガン、卵巣ガンで２桁の奏効率が報道されている。

慶応大学の河上裕教授は以下の様にコメントしている。「ほぼ末期の腫瘍が小さくなるだけでなく、寛解するケース

も出ている。全生存期間で見ても長期的な効果が確認され始めており、効果だけ見ると既存のガン治療を覆す効果

が出ている。進行した固形ガンを寛解まで持ち込める抗ガン剤はこれまで非常にめずらしかった、外科的切除や抗

ガン剤の使用などの治療手順も大きく変化していくことは間違いない」と。

最後に私の隣人で３年前に末期のすい臓ガンを宣告され、何何何んと３年たっても存命している患者がいる。私は
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当初は誤診かはたまた彼は怪物なのかと考えていたが、ひょっとしてこの「二ボルマブ」の治験に参加しているの

ではと考えている。

この「ニボルマブ」は長期投与しても他の抗ガン剤と違って抗腫瘍効果が変化しない（落ちない）優れ物の様だ。

これは期待出来るよ！！

会員消息

谷伊津子会員の

Dinner Concert の お知らせ

10/12 （月祝)18:00 より

金沢ニュウグランドホテルにて

花の他、会員のお庭拝見の写真を募集します

クラブ例会予定 2015-2016 年度
8/13 休会

8/20 辻ガバナー補佐 20:00 クラブ協議会

ホテル日航金沢 3F
8/27 柳生ガバナー訪問例会 ホテル日航金沢 3F

2015 ～ 16 役員・理事・委員会

(役員） 会長：魏 賢任 ｴﾚｸﾄ：若狭豊 副会長：上杉輝子 幹事：大路孝之 副幹事：武藤清秀

会計：西村邦雄 直前会長 宮永満祐美

（理事） 東海林也令子（クラブ管理運営委員長） 水野陽子（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（広報委員長）

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：東海林也令子 副：稲山訓央

親睦：○武藤清秀 二木秀樹 川きみよ 金沂秀 杵屋喜三以満 後出博敏 大沼俊昭 相良光貞 高田重男

辰己クミ 若狭豊 山崎正美 竹田敬一郎

例会：（プログラム/出席）○井口千夏 江守巧 宮永満祐美 水野陽子 吉田昭生

SAA：○稲山訓央 西村邦雄 宍戸紀文 ニコニコ：○布施美枝子 宍戸紀文

友好・ｸﾗﾌﾞ細則： 細則 CLP 検討○江守巧 岩倉舟伊智 富山西 RC との交流岩倉舟伊智 藤間勘菊 木場紀子

直前委員長：二木秀樹

金沢北 RC との合同例会 ○二木秀樹 杵屋喜三以満

その他友好クラブとの交流 ○石丸幹夫 藤間勘菊 村田祐一 東海林也令子

奉仕プロジェクト委員長：水野陽子 副：川きみよ

職業：○村田祐一 二木秀樹 井口千夏 若狭豊 永原源八郎 谷伊津子

社会（新世代・青少年を含む）：○永原源八郎 北山吉明 東海林也令子 武藤清秀 谷伊津子

国際：○炭谷亮一 世界社会奉仕（Ｒ財団）ラオス支援 ○炭谷亮一 岩倉舟伊智 西村邦雄

描き損じハガキ ○江守道子 米山奨学会 ○藤間勘菊

青少年奉仕 ○上杉輝子 国際青少年交換(日韓など）○上杉輝子 金沂秀 吉田昭生

直前委員長: 北山吉明

会員組織委員長：金沂秀 副：井口千夏

会員増強：○大路孝之 江守道子 石丸幹夫 岩倉舟伊智 野城 勲 宮永満祐美 炭谷亮一

永原源八郎 高田重男 修練 北山吉明 江守巧 石丸幹夫 木場紀子 直前委員長 金沂秀

広報委員会委員長：藤間勘菊 副：宍戸紀文 広報：○上杉輝子 石丸幹夫 ロータリー情報：宍戸紀文

藤間勘菊 布施美枝子 会報・ホームページ：石丸幹夫 宍戸紀文 直前委員長 藤間勘菊

長期姉妹クラブ担当 韓国南光州：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、日台親善会議実行委員会顧問 Ｒ米山記念奨学会委員会カウ

ンセラー 炭谷亮一 社会奉仕委員会委員長 谷伊津子 危機管理委員会委員 石丸幹夫 広報委員会委員 藤間勘菊

日台親善会議実行委員会 宮永満祐美 Ｒ米山奨学会委員会委員（米山奨学金/学友会担当）大路孝之

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 大路孝之


