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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．ロータリーソング

『 手に手つないで 』

２．四つのテスト

３．会長挨拶：大路孝之幹事 今日は

会長・会長エレクトともいらっしゃってい

ないので私の方から一言ご挨拶させていた

だきます。新聞報道等でご存知かと思いますが野球賭博の話が出ており、地元出身の巨人の選手が問題になってお

ります。私も大学時代野球部でしたので、スポーツをやる人が賭博に手を染めるということにビックリしておりま

す。特に野球を愛する巨人ファンの私としては非常に残念です。今後は選手の努力はもちろん、球団関係者も選手

に日頃から指導していかなければ野球人気も落ちてしまうと思います。最近のニュースから皆さんに私のコメント

として聞いていただきました。

１）ゲストのご紹介 〔卓話者〕株式会社 ドクターリンク教育事業部代表 夏目 莞士（なつめ かんじ）

様 株式会社 ドクターリンク 代表取締役 西山 雄勝（にしやま ゆうま）様 〔川会員ご子息〕川 拓真（か

わ たくま）様

２）ビジターのご紹介 なし

３）皆出席顕彰 該当なし 《 食 事 》

４．幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕①本日「松の間」におきまして理事役員会を開催いたします。

②事務局よりご案内しておりますが、3/16（水）石亭におきまして、稲山会員の送別会、

併せまして新入会員歓迎会を開催いたします。ご出欠について明日までにお願いします。

③来週3/17（木）例会は、ホテル日航金沢において通常通り開催いたします。

〔委員会報告〕なし

５． ニコニコＢＯＸ ￥2,000- 本年度¥487,000- 残高¥6,046,074-
大路孝之幹事：夏目さん、卓話をよろしくお願いいたします。

６． 講話の時間

紹介者：川きみよ会員： 夏目さんは1994年にお生まれで今年金沢大学経済学類の４年生になら

れます。彼が受験時代に自分で開発した勉強方法を用いて偏差値を２０上げた経験を学習塾で生かし

たいという思いを昨年１１月に実現することができまして、今日は同じく金大を卒業された社長の西

山さんとご一緒に来られました。その塾で何をやっているかについてお話いただきます。去年、夏目

柳生好春ガバナー
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君と私の息子が出会いまして、受験勉強やろう、この大学を受けたいとすごく息子は頑張りました。人は人と出会

うとこんなに変わるんだとういうことを息子を通して感じまして夏目君にはとても感謝しています。私と歳は随分

離れていますけれどもとても尊敬している方です。

講話 『 勉強を教えない学習塾とは 』 夏目 莞士（なつめ かんじ）様

初めまして金沢大学経済学類 3 年の夏目莞士と申します。私自身、実家

の焼肉屋から出たいと思い受験勉強を始めました。1 年で偏差値を上げ

るために勉強方法を勉強して偏差値を 20 以上上げ、金沢大学に合格し

ました。そして大学受験の際に開発した勉強

方法使って、勉強を教えない学習塾を開講し

ました。勉強を教えない学習塾では勉強方法

と高校では教えてくれないこと（経済、政治、

工学、留学、哲学）を教えています。なぜ学

校では教えてくれないことを教えるのかとい

いますと、進路や大学を考えるべきに必要

だからです。大学とは将来や

りたいことをするための手段

にしか過ぎません。しかし現

在の大学とは職業訓練所とな

り、大学に行くことが目的と

なってしまっています。この

状況を打破するためにも私た

ちは学校では教えてくれない

ことを教えます。本当に生徒

様の将来を応援できる学習塾を目指しています。

点 鐘

南光州 RC との合同例会について

〔 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
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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

勝山達郎会員の記事に誤りがありました。

会報 819 号とホームページの修正をいたしました。失礼しました。編集部

１、勤務先 (有）北斗代行社は、(有)北都代行社の誤り

２、自宅 白山市西心町は、 西新町の誤り

３、北陸女子短期大学は、北陸学院女子短期大学の誤り

パストガバナーからの手紙 256 回 2016.3.17
「夫婦別姓論考」 炭谷 亮一

昨年１２月１６日、最高裁は夫婦別姓を認めずとの判断を示した。我々日本人にとって夫婦別姓問題は家庭のあ

り方更には日本人のアイデンティティーにかかわる重要な問題と言える。しかしマスコミを通じて受ける印象は上

記の様な問題を含んでいると確固として認識している日本人は残念ながら少数の様だ。

昨年１０月の当地区のロータリーの地区大会でＲＩ会長代理（台湾から）のエードををつとめた関係で一人の台湾

系中国人通訳（日本人と結婚している）はこの夫婦別姓問題に触れ、日本だけが世界の中で夫婦別姓を認めていな

いのではとの問いに、私は中国文明圏（中国・台湾・ベトナム・シンガポール等）ではむしろ完全なる夫婦別姓社

会とも言える。いわゆる欧米先進国と言われている国々では結婚すればどちらかの姓を名のるのが通例である。し

かしどうしても旧姓を残したい場合には、ミドルネームに旧姓を残すのが通例であるとの説明に納得している様子

だった。更にフランスでは婚外子が５割を超え、家庭内で上の子は父親の姓を名のり、下の子は母親の姓を名のり、

他人から見れば本当に実の子なのか、はたまた血のつながりのない連れ子なのか判断出来ず家庭のあり方が大問題

になって来ているとの説明に彼女はにが笑いしていた。中国文明圏以外の夫婦別姓では個人を重要視し、一方夫婦

同姓では家庭のつなっがりを重要視していると言える。さてここで中国文明圏の完全夫婦別姓に触れることとする。

中国は父系社会の国である。父→子と言う父系関係で集団を作る。この父系集団を宗族と言う。

韓国も父系社会である。韓国では父系集団を本貫と言う。中国では、同一宗族内で結婚することは出来ない。これ

を部外婚と言う。韓国では、中国ほど厳格ではないが、それでも部外婚が励行されている。同一本貫の中で結婚す

ることは、まれである。部外婚の規定は厳重であってこれを破ることは、人と殺すことよりも悪いと思われている。

「春秋」や「史記」など中国の古い書物をみても、夫婦同姓と言う例はない。むしろ中国でも韓国でも同一宗族（同

一本貫）内における結婚は、親殺し位いわるいことだとされている。そして「同性めとらず、異姓養わず」という

事を厳重に守る。

同性でも、宗族を異にすれば結婚してよいのであるが、中国文明圏の人々はそれすら嫌がる。

例えば日本人の金さんと中国人又は韓国人の金さんとの結婚、これすら嫌われる。非常に困難、ある意味ほとんど

不可能と言える。

日本は父系社会ではないし、宗族や本貫の様な父系集団はない。日本人の苗字と中国人や韓国人の氏姓とでは、ま

ったく社会的意味を異にする。日本人の姓（苗字）は勝手に適当につけて良いという長い伝統がある。例えば家康

は正式には源家康と言う。うちわでは徳川家康。若い頃松平家康。偉くなると松平の姓（苗字）を下級一族にくれ

てやった。上級は徳川。同族でも偉さによって、また公式・非公式の場によって姓（苗字）が違う。

更に更に更に日本では、天孫降臨以来、皇室には苗字がない、明治以前には、庶民には、たいがい苗字がなかった。

古来中国人・韓国人に姓（苗字）のない人間なんかいなかった。姓（苗字）がないのだから部外婚はない、日本人

は、誰とでも結婚する。このことは中国人や韓国人にとってとほうもなく反倫理的に見える様だ。最後に日本人に

とっては姓（苗字）は中国文明圏の人々と比較すれば吹けば飛ぶようなものであるが家庭内での「絆」更には「ア

イデンティティ」を確固として共有、堅持すると言う点においては私は日本では夫婦同姓が望ましいと考えている。
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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。

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
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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

≫

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。

稲山会員の送別会新会員の歓迎会 平成２８年３月１６（水）19:00 金沢石亭にて

、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。 稲山会員の送別会、併せまして新会員の歓迎会を開催いたしました。

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
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パイロットクラブ 10周年祈念祝賀会 3/13（日） ホテル日航 4F
正午より式典が pm,1:30 より懇親会がありました。多くのゲストや国内の多くの

クラブ会員やパイロットクラブガバナー等役員の方も来られ、約 100 名が来席、盛
大におこなわれました。金沢パイロットクラブ前会長の金沂秀会員（実行委員長）、

藤間勘菊現会長、江守道子元会長、江守巧会員 上杉輝子会員、村田祐一会員ご

夫妻の他 大路孝之 RC幹事、石丸幹夫会員が出席しました。。

今村泰樹さんの「荒城の月」バリトン独唱や鍵盤ハーモニカ

の演奏

横笛の藤舎眞衣さんとハープの上田智子さん

次期会長の石田智子さん

ハイライト米山から
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ロータリー財団地区補助金（DG）申請を
金沢百万石 RC が取り組んだ東日本大震災の援助の一つ、学校に図書を贈る運動は炭谷亮一パ

ストガバナーの熱心な実践力のもと、姉妹クラブ等の協力も得られ、地区の補助金の申請をいたし

ます。

ロータリー財団地区補助金（DG）申請書
RI2610 地区 補助金小委員会

2016-17 年度地区補助金申請用(2016 年 2 月 1 日～ 4 月 8 日)

ロータリ一・クラブ：金沢百万石ロータリークラブ

プロジェクト名 ：宮城県亘理町小中学校図書寄贈ハートフル・プロジェクト

実 施 場 所 ：

開 始 日(西暦) ： ２０１６年 ７月 １日 ～ 予定終了日（西暦)： 年 月

日

プロジェクトの概要

1.このプロジェクで何をしますか。

宮城県亘理町の小中学校８校に図書を寄贈します

2.このプロジェクトの恩恵を受ける人々の数はどのぐらいですか。(ロータリアン以外)

約４４００名の小中学生

3.プロジェクトの受益者は誰ですか。またどのような恩恵を受けますか。

小中学生：東日本大震災で流出した図書を復旧

4.このプロジェクトに何名のロータリアンが参加する予定ですか。

約３５０名（内実務は１０名程度）

5.これらのロータリアンは何を行いますか。プロジェクトヘの財政的支援を除き,その具体例を少なくと

も 2 つ挙げてください。

・宮城県亘理町教育委員会へ被災小中学校の希望図書調査依頼と実施方法の検討

・当地で大々的に寄贈式を行いロータリー活動を皆様に知っていただきます。

6.このプロジェクトを実施することにより地域社会に対してどのような長期的影響が期待できますか。

被災小中学校の教育のベースとなるべき学校図書の復旧により学習環境の改善

7.協力団体が関与している場合、その団体名と役割を記述して下さい。

金沢百万石ＲＣをメインとして仙台ＲＣ，韓国南光州ＲＣこの３者による共同プロジェクトである。

更に高崎ＲＣが協賛してくれます。

■収支予算書(地区はすべての支出の見積書・領収書を少なくとも 5 年間保管しなければなりません)

使用通貨 円・米ドル 為替レート １２０円 ＝１米ドル

○収入

収入源 通貨 金額

1.地区補助金申請額 ２１０，０００円

2.クラブ拠出金 ２００，０００円

3.その他の資金(具体的に記入) 有志よりの拠出 ２００，０００円

プロジェクトのための収入合計額 ６１０，０００円
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○支出(具体的にお書きください。必要に応じて行を追加してください。)

予算項目 業者名 通貨 金額

図書購入（2016.7.1予定） 明文堂書店 ６１０，０００円

プロジェクト支出合計額 ６１０，０００円

プロジェクト総予算（US＄換算） US＄ ２１，０００US＄

金沢百万石ＲＣ ５，０００ＵＳＤ 南光州ＲＣ ５，０００ＵＳＤ

仙台ＲＣ １０，０００ＵＳＤ 高崎ＲＣ １，０００ＵＳＤ

合計 ２１，０００ＵＳＤ

様式 1-3

ロータリー財団地区補助金（DG）申請書
RI2610 地区 補助金小委員会

2016-17 年度地区補助金申請用(2016 年 2 月 1 日～ 4 月 8 日)

本書式に漏れなく記入の上、ガバナー事務所にご郵送ください。

ロータリ一・クラブ：金沢百万石ロータリークラブ

プロジェクト名 ：宮城県亘理町小中学校図書寄贈ハートフル・プロジェクト

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
宮城県亘理町の東日本大震災で学校図書が流出した（仙台市以南にある亘理町には

ほとんど援助が届いていません） 小学校 ５校 中学校 ３校

に図書を寄贈します。亘理町教育委員会の調査結果を参考に１校当たり

約５０万円×８校 ＝ ４００万円 相当のプロジェクトとなります。

見積書は亘理町教育委員会の調査結果を添付します。

更に当プロジェクト資金の合計は２１，０００ＵＳＤ（２５２万円）しか過ぎません

が富山ＲＣの清水会員（明文堂書店主）の御好意により合計資金の倍、つまり４６０

万円相当の図書を提供していただけることになっています。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

金沢百万石ロータリークラブ誕生の記 創立 1998.4.23
石川第一分区代理 石丸幹夫

地区では、64 番目の新生児です。そもそも、昨年の 10 月 1 日に会沢北 RC の歴代会長、幹事会を開催し、新 RC
拡大の諮問を行ったことに始まります。既に金沢北 RC は創立 25 周年を迎えようとしておりますが、市内の他の RC
は既に子クラブを 2 つ以上もっており、私にとって拡大が分区代理の仕事かもしれないと考えたわけであります。

この話で、すぐ大賛成と、当時の金沢北クラブ会員であった江守巧会員と炭谷亮一会員が強烈にアクセルをふかし

てくれました。本当に心強いパートナーでした。

世の中は不景気すぎますが、やはり、今が新クラブを作る一つのチャンスかも知れないと考えました。時期早や
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論もかなりあったようですが、理事会、クラブ総会と最後は反対意見も殆

どなく、「ロータータリアンなら拡大に反対する筈がない、賃成が当然」と

いう正論も出て 12 月 4 日のガバナーのクラブ訪問時には清水忠特別代表が

指名され、拡大委員会が正式にスタートしました。とは言つても、それ以

来、4 月 23 日の創立例会まで、5 名の移籍予定会員を含む拡大委員会は大

変な苦労と試行錯誤の連続でした。途中、入会キャンセルされる人も何人

か出るし、市内のホテルも夜の例会となるとなかなか厳しく、蕎麦屋さん

の部屋で仮例会のまねごとをしたりしていました。4 月 8 日になって APA
ホテルがオープンし、そこでやっと例会らしくなりました。その際には元

谷芙美子社長には本当にご厚意を頂き、お世話になりました。また全日空

ホテル本多社長にもいろいろアドバイスを頂きました。しかし、まだ事務

員も適当な人がきまらず、移籍会員も書類の山で混乱ばかり、新会員教育もままならずに本番に入つてしまいまし

た。 続く

クラブ例会予定
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)社長

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

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


