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2015年 12月のロータリーレートは１ドル＝ 120円 2016年 地区大会は 10.22（土）23（日）南砺 RC

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

点 鐘

１．国 歌『 君が代 』

ロータリーソング 『 手に手つないで 』

２．四つのテスト

３．魏賢任会長挨拶

先月１８日卓話をさせていただいた後、中国

駐名古屋総領事官から連絡があって、石川県

に行く予定があり会いたいということで、一緒に食事をさせていただきました。

１）ゲストのご紹介〔卓話者〕石川県立中央病院 免疫感染症科診療部長 中谷 安宏

（なかたに やすひろ）様

２）ビジターのご紹介 なし

３）新入会員入会式 勝山 達郎（かつや

ま たつろう）会員 今回入会をさせていた

だきました勝山達郎

です。大先輩である

石丸先生のお声が何

回かあってそれにお

応えすることにいた

しました。元々三谷

産業に勤めておりま

したが、こういうク

ラブに個人的にはご縁がなく今日に至りました。

現在は三谷産業関係の会社に勤めており、向いの

全日空ホテルのビザージュ１７階におります。今

後ひとつよろしくお願いいたします。

４）今月の誕生者の紹介

６日生まれ 江守 巧（えもり たくみ）会員

１１日生まれ 表 靖子（おもて やすこ）会員

２０日生まれ 竹田敬一郎（たけだけいいちろう）会員

２６日生まれ 山崎 正美（やまざき まさみ）会員

２７日生まれ 大沼 俊昭（おおぬま としあき）会員

３１日生まれ 野城 勲（のしろ いさお）会員

柳生好春ガバナー

例会便り
第 822 回

ホテル日航 5F
2016 3.3（木）19:00
出席率27/44 61.36％

１月の平均出席率67.22%稲 山 SAA

勝山達郎会員 ようこそ
入会 2016.3 （平成 28）
S16.10.19生
三谷株式会社専務取締役

（有）北都代行社専務取締役

TEL076-265-6881 金沢市昭和町 16-1
（株）三栄社専務取締役

自 宅 白 山 市 西 新 町 1 9 4
TEL076--276-2417 携帯 090-9440-0505

三谷産業のベトナム進出の先駆け基盤作りを果たした

H17.9～ H22.9 北陸学院女子短期大学非常勤講師（簿記論）

H19.8.25.～ H25.3 オレオウ・ベトナム事業協同組合理事長

（ベトナム人の技術習得実習生受け入れ事業を行う

Kanazawa Hyakumangoku
KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0819 2016 3.10.
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《 食 事 》
４．幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕大路孝之幹事

① 来週の例会終了後、理事役員会を開催いたします。

②3月17日予定していましたクラブフォーラム（PETS報告・次年度方針）が都合により4月7日開催

といたします。会場は招龍亭です。後日事務局より文書にてご案内いたします。

若狭豊会長エレクト：お手許に次年度組織図をお配りしています。一人三役と

思っていましたが、煩雑になりましたので二役に減らしました。もう一度お目を通

してください。また各委員長４名の方には副委員長を名簿の中からご指名いただくことでいかがでし

ょうか。よろしくお願いいたします。

５． ニコニコＢＯＸ \10,000- 本年度¥485,000- 残高¥6,044,074-
魏賢任会長：皆さま、こんばんは。勝山さん、ご入会おめでとうございます。大いにロータリ

ーを楽しんで下さい。中谷先生のお話を楽しみにしています。

大路孝之幹事：中谷先生、卓話よろしくお願いいたします。

石丸幹夫会員：勝山達郎氏の入会を記念して。中谷先生ありがとうございます。

炭谷亮一：中谷先生今夜は本当に御苦労様です。卓話楽しみにしています。

永原源八郎会員：中谷先生卓話楽しみにしております。よろしくお願いいたします。新入会員

の勝山様 入会ありがとうございます。

６． 講話の時間

〔プロフィール〕富山県高岡市伏木出身 1975年富山県立高岡高校卒業 1979年名古屋大学工学部卒業

1986年金沢大学医学部卒業 1986‐1988年名古屋第二赤十字病院研修 1988年渡米 1990‐1993年アリゾ

ナ州ツーソンで内科レジデント研修 1996‐1998年ニューメキシコ大学で感染症フェローシップ研修 1

998‐2014年アメリカでHIVを含む感染症専門医として勤務 2014年9月より現職

炭谷会員：中谷先生は３０年来の私共の患者さんでありまして、医学部３年生の時にいらっしゃって、

渡米された後も夏休みに帰って来られる際にはクリニックにチェックとクリーニングに通われていました。２００

８年には魏会員のお店での例会にて卓話されております。

講話： 『ＨＩＶの基礎』

中谷 安宏（なかたに やすひろ）様

HIV感染症は1981年6月5日に米国CDCのMMWRに初めてのAIDSの症例が報告されてから35年近

く経ち、多剤併用療法と抗HIV薬の進歩により、現在では「死の病」から平均寿命を全う出

来る慢性疾患になった。しかし、現在の段階では未だ本当の治癒は達成されてはおらず、ウ

イルスをコントロールするために患者は生涯を通じて抗HIV薬を服用する必要がある。HIV自

体はB型肝炎やC型肝炎よりも感染力は低く、一般的な日常生活で感染する事は特殊な場合を

除き感染する恐れはない。現在のHIVの治療の目的は、治療によって長期に渡る合併症のリ

スクを下げ、また二次感染を予防する事にある。

１９９４年に薬がでてそれまでは不治の病であったが、生きれる感染症に変わってきました。

当然死亡率も減少しています。世界的にはＷＨＯの２０１４年推計によると約３，７００万

人、成人が９０％以上、その内の半数は女性、１５歳以下の子供は約２２０万人と考えられています。死亡率は１

２０万人、成人が１００万人、１５歳以下の子供は１５万人が亡く

なっています。国内では２０１５年６月現在で約２５，０００人、

北陸はその１％の約２５０人。。石川県内の９９％は石川県中央病

院で診ている状況です。石川県において人口１０万人あたりでの感

染率が全国６位、福井県ではエイズを発症される方が全国２位です。

全国１位は沖縄県です。同性間で感染する方が半数以上、異姓間で

は３０％近くということですが、女性の数が少なく、見つかってい

ない方がいるのではと考えられます。４０代がピークで、５０～７

０代の方も多くなってきています。新規に感染がわかる場合もあり

ますが、薬で長く生きれることにより患者さんの高齢化が進んでい

るということも言えます。またＨＩＶ感染率は氷山の一角で背面化
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にはたくさんの方が感染していると考えられています。アメリカでは数年前まで約１００万人の患者数と推定され

ており、その内４分の３は感染に気づいているが、感染に気がついていない２５％の人が感染を拡げているという

ことです。ＨＩＶはウィルス感染・増殖により、細胞を破壊して最終的には免疫機能不全の状態になり、健康な人

には起こらないような感染症を起こして死に至ります。ウィルスが含まれる体液としては、血液・精液・膣分泌液。

その他の体液にも若干含まれますが感染を起こすほどではない。血液が混じってなければ、尿・便・汗などで感染

することはありません。感染経路としては、異姓間・同性間の性的接触、母子感染があります。感染して間もなく

の場合は検査にひっかからないことがありますが、輸血で感染することはありません。蚊などの虫を媒介して感染

することも、蚊の中でエイズウィルスが生きていないため、ありません。ＨＩＶは完全に克服すること、体からウ

ィルスを取り除くことができないため、現段階では一度感染したら一生薬を飲み続けていくしかありません。アメ

リカやヨーロッパではリスクの高い患者さんに薬を与えて感染率を低くするという方策が積極的に推進されている

傾向にあります。

７．質疑応答

８．謝辞・謝礼

点 鐘

パストガバナーからの手紙 255回 2016.3.10

「ＴＰＰ交渉妥結論考」 炭谷 亮一
昨年１０月５日ＴＰＰ交渉に参加する日米を含む１２ケ国は、アメリカのアトランタで開催された閣僚会合で大

筋合意に達した（９９％の関税撤廃）。細部の詰めの交渉や参加国内でのそれぞれの協定締結の承認手続きは残され

ているが、今年後半以降には協定は発効するものと思われる。世界中の貿易額の３～４割を占める巨大自由貿易圏

が形成されたことになる。

この自由貿易圏の持つ意味あいは大きい、本協定の内容が今後の世界貿易のスタンダードになりうる点、そして国

際ルールに反して独自の行動をし、世界中から非難されている中国とロシアに経済的に或いは政治的に国際ルール

尊重を促す圧力となりうる（ＴＰＰに加盟しないと国益が毀損）。今後はＴＰＰ未加入国も順次参加するものと思わ

れる（ちなみに１０月末にすでに韓国は参加希望を表明した、中国も並々ならぬ関心を示している）。本交渉はわた

し的に言えば、アメリカ優位な交渉であったと思うが一方では民主党の大統領候補のヒラリー・クリントンはアメ

リカにとって雇用創出につながらない等不利益な点があり条約批准に反対を表明している。

さて、日本国内においてもやはり、野党勢力及び一部の経済ジャーナリストからも反対論が聞かれる。その主張

の主たるものは「ＴＰＰは日本の主権を脅かす」に集約される。

つまりＴＰＰによって日本市場は食い荒らされ、保護しなくてはならない経済分野が裸同然となり、しいては日

本経済は疲弊し、日本国民は奈落の底につき落とされると主張している。

いや笑止千万と言う日本語があるが上記の主張はぴたりと当てはまる。少し前までは日本人は日本のあり方を何

んと呼んでいただろう「貿易立国」と呼んでいたではないか！！日本は加工貿易して敗戦から見事蘇ったと自画自

賛していたではないか 自由貿易は日本に多くのプラスをもたらすのは自明の理である。ＴＰＰに反対勢力は過去

いや歴史を忘却してしまった様だ、現在は内需拡大政策によりひっちゃきになって貿易そして輸出と叫ばなくなっ

たが、現在でも貿易が拡大すれば、日本にアドバンテージがあることに何んら変化はない。一定の保護貿易を主張

する反対勢力の論点は日本の経済的主権が脅かされるとの主張は杞憂にすぎない。例えば日本における岩盤規制と

言われ、日本人の力で規制改革を行おうとしても、利害関係が複雑でどうにも解決出来ない問題もＴＰＰという外

圧で比較的容易に解消出来るものであり、そう言った過去が存在することを忘れてしまっている。

現在世界に冠たる自動車の製造・輸出国となっている日本の過去を思い出してみよう。１９７０年代アメリカとの

通商交渉で、アメリカの脅しに屈し日本市場をアメリカ車に１０年後に開放することを確約した。

当時ＮＨＫの取材でアメリカ車と日本車はまるで（量と品質において）ガリバー状態で、車の輸入を自由化したら

日本の自動車メーカー（トヨタ・ホンダ・ニッサン等）すべて倒産すると悲観的な放映であった。ところが日本の

メーカーは努力に努力を重ね１０年後にはアメリカ車を凌駕し、８０年代には逆にアメリカから日本車の輸出自由

規制をせまられる様に車の性能を飛躍的に発展させた実例が存在する。

では国際競争力がかなり劣っていると言われている農業分野についてはどうか論考を試みると内外格差が数倍（厳

密には３倍）以上ある農産物は先が見えている。しかし石川県を例にとるとかほく市でつくられている「ルビーロ

マン」を例に上げれば理解出来る様に農業生産者の努力と創意工夫によって何何何んと一房、１００万円の初値が

ついたではないか。

スケールメリットの問題は少しは残るが、日本人ならあのアメリカ車を日本市場から撃退した様に、農業分野でも
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国の保護に依存せず進取の気風を持って自立、努力すれば世界の農産物マーケットで十分競合していける。ＴＰＰ

そして自由貿易は有能な日本人にとってアドバンテージであり更に経済規模を拡大させＧＤＰを国民一人当たり世

界一にする近道と言える。最後にＴＰＰ反対論者は、消費者である国民はどの国のものであろうとも安全で安価で

品質が良いものを求めていることを忘れてしまっている様だ。

今日の世界では人、物、金の移動はボーダーレスとなっており、自由貿易は当然、あたり前、常態と言える。最後

に自由貿易は国際平和を構築する上で最良の方法と言える。頑張れニッポン！！

2016 ソウル国際大会及び南光州RCとの合同例会に係る韓国訪問についてのアンケート

②ソウル国際大会の大まかな内容は次のとおりです。

5/27（金） 青少年交換役員大会前会議9：00-17：00

5/28（土） 青少年交換役員大会前会議・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ大会 前会議9：00-17：00

5/29（日） 開会本会議(1回目)10：30-12：30 開会本会議(2回目)15：30-17：30

5/30（月） 第2回本会議10：00-12：00 分科会13：00 -17：00

5/31（火） 第3回本会議10：00-12：00 分科会13：00 -17：00

6/1（火） 第4回本会議10：00-12：00 分科会13：00 -16：30 閉会祝賀会17時-19時

会 場 ＫＩＮＴＥＸ（京畿道高陽市）

〔 Ａコース４泊５日 〕

5/27（金） 富山空港12：00発～仁川空港14：10着

5/28（土） 内容未定（ソウル国際大会に参加予定）

5/29（日）

5/30（月）

5/31（火） 仁川空港9：20発～富山空港11：00着

航空運賃（往復）／燃油サーチャージ／航空特別

保険料／空港税 49,150

概算費用 新羅（シルラ）ホテル ツイン利用のお一人あたり

一泊26,400×４泊 105,600

¥計 154,750

〔 Bコース２泊３日 〕 ＊ Ｂコースに決定

5/29（日） 富山空港12：00発～仁川空港14：10着

5/30（月） 合同例会は5月30日2時に

5/31（火） 仁川空港9：20発～富山空港11：00着

航空運賃（往復）／燃油サーチャージ／航空特別

保険料／空港税 44,150

概算費用 新羅（シルラ）ホテル ツイン利用のお一人あたり

一泊26,400×２泊 52,800

¥計 96,950

南光州 RC との合同例会について 15-16 年度 3710 地区大会は 2016 年 5 月 28 日
－ 6 月 1 日の 2016 ソウル国際大会場である KINTEX（ソウル近郊高陽市）で、其の時南光

州 RCと金沢百万石 RCの合同例会をいたします。多くの皆様の御出席をお願いいたします。

5/29 (日）又は 5/30（月）にソウル 近郊において、韓国・南光州RCとの 合同例会を予

定 南光州 RC 会長宋根鐘ソンクンジョン

世界大会（5月29日 開会式）の折り合同例会は5月30日2時に高陽Kintex2階展

示場である3710地区大会に参席する事にしたらいかがでしょうか？朴天學

2016-17年度 地区研修・協議会開催について

今年度は砺波ロータリークラブがホストとなり４月１０日（日）に開催されます。

つきましては、2016-17年度の会長・幹事・会計・理事・役員・各委員長・新会員（入会３年未満）の方々には

出席義務としてご登録いただきますようお願いいたします。

ご不明な点は事務局までお願いいたします。



- 5 -

会長 魏賢任 会長エレクト 若 狭 豊

016 － 17 年度のための地区研修・協議会 ホストクラブ/砺波ロータリークラブ会長 稲垣 晴彦

実行委員長 近江 美郎

国際ロータリー第 2610地区 ガバナー柳生 好春 ガバナーエレクト 岡部 一輝

１．開催日時 平成２８年４月１０日（日）

【次期クラブ会長会議】 11:15～ 12:00 （10:45登録・受付）

【全体会議】 12:45～ 17:55 （12:00登録・受付）

２．開催場所 砺波市文化会館 富山県砺波市花園町１-３２ TEL : 0763-33-5515

和風会館「ふかまつ」 （第３分科会会場） 富山県砺波市中村１９６ TEL ：0763-32-2201

３．出席対象者 【次期クラブ会長会議】

財務委員長、現・次期地区監査委員長、次期クラブ会長 ガバナー、ガバナーエレクト、現・次期地区幹事、

オブザーバー：ガバナーノミニー、ガバナーノミニーデグジネート、2017-18年度地区幹事

次期地区、地区財務委員長

【全体会議】

特別出席者(パストガバナー・現・次期ガバナー補佐・次期地区正副委員長)

次期〔会長・幹事・会計・理事・役員・各委員長〕

入会 3年未満の会員

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）

※金沢百万石ＲＣはクラブが負担します

５．プログラム概要

【次期クラブ会長会議】 砺波市文化会館 多目的ホール

10:45 登録・受付開始 (全体会議前に開催)

11:15 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】 砺波市文化会館大ホール

12:00 登録・受付

12:45 全体会議Ⅰ 開会点鐘

15:40 ※分科会

17:00 分科会終了

17:15 全体会議Ⅱ

17:55 閉会点鐘

６．
※
分科会 (15：40～ 17:00) について

今年度の分科会の内訳は以下のとおりです。

分科会 対象者

第１分科会 クラブ会長・幹事・会計・理事･役員・ガバナー補佐(現次期)

≪大ホール≫ 会員拡大増強委員会、職業奉仕委員会、米山記念奨学会委員会

第２分科会 国際青少年交換委員会、ローターアクト委員会、インターアクト委員会

≪多目的ホール 社会奉仕委員会、友情交換委員会、R財団委員会

≫

第３分科会 広報委員会、ロータリー情報委員会、雑誌委員会

≪和風会館ふか

まつ≫
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第４分科会 入会3年未満の会員

≪研修室≫

＊次期会長･幹事のご登録、また各分科会には１名以上のご登録をお願いいたします。

＊登録用紙はお名前の誤記を防ぐため、データでメールにてご返信下さいますようご協力をお願いいたします。

＊ネームプレートは各クラブにてご用意頂き、ご持参下さいますようお願いいたします。

なお、「特別出席者」のネームプレートは、当方で準備いたします。

＊当日の資料をクラブ毎に受付時にお渡しいたしますので、次期幹事は受付までお越し

下さい。

＊特別出席者の皆様は、個々に受付を頂きますようお願いいたします。

＊次期会長は「クラブ会長要覧」を、次期幹事は「クラブ幹事要覧」をご持参下さい。

＊駐車スペースに限りがありますので、できるだけマイクロバス等の相乗りをお願いいたします。

＊自家用車でお越しの方は、駐車場係担当者の誘導にご協力をお願いいたします。

国際大会ニュース

ロ－タリーの正式マーク

著名な海外ロ－タリアン

ウィンストン・チャーチル

（ロンドン）

マーガレット・サッチャー（ウ

ィストミンスター）

トーマス・エジソン（オレン

ジ）

ボードゥアン 1 世 (ベルギー

王)（ブリュッセル）

ハッサン 2世（モロッコ）

フィリップ (エディンバラ公)

（エジンバラ）

ジョン・F・ケネディ（ハヤ

ンニス）

ジョージ・ウォーカー・ブッ

シュ（ワシントン DC）
ニール・アームストロング（ワ

ポコネタ）

ダグラス・マッカーサー（東

京）

レーニエ 3世（モナコ）

稲山会員の送別会新会員の歓迎会を

、このたび稲山会員が仕事のご都合で金沢を離れられることとなりました。 稲山会員には、これまで当クラブの

活動にご尽力をいただき感謝申し上げます。 つきましては、稲山会員の送別会、併せまして新会員の歓迎会を下

記のとおり開催したいと思います。急ではございますが多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます。
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日 時 ： 平成２８年３月１６（水）19:00 金沢石亭 金沢市

広坂1-9-23（TEL：231-2208）

会 費 ： 参加人数により決定します ※稲山会員並びに

新会員５名の方は不要です

新会員 ： 表 靖子会員・野村礼子会員・土田初子会員 上田喜之

会員・勝山達郎会員 ※表会員と野村会員は2015年6月のご入会です

が、前回の歓迎会はご都合により出席できなかったため

※ご出欠を3月11日（金）までにFAX（262-2241）又はメー

ルにて事務局までお知らせ下さいますようお願いいたします。

親睦責任者 武藤 清秀

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 井上正雄 矢来正和 表靖子 野村礼子

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://100rc.jp/
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

クラブ例会予定
3/3 中谷安宏様 石川県立中央病院

免疫感染症科 診療部長

3/10 夏目莞士様 ㈱Dr.link教育事

業部 代表 金沢大学在学

3/17 篠原淳様 丸六（(株)専務

4/7 ＰＥＴＳ報告・次年度方針

理事会

4/14 （木）「土家」オープンロータリー

5/12 高崎 RC来る

5/19 理事会

5/30（月）南光州合同例会

6/2 休会

6/5（日） 日台例会


