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2016 年 4 月のロータリーレートは１ドル＝ 116 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．魏賢任会長挨拶 今日は私が尊敬

しています古賀克己先生の中国観につい

ての卓話を楽しみにしております。古賀

先生は私より中国へ行かれる回数が多

く、行かれた場所も私より多く、私以上

に中国をよくご存じでいらっしゃいます。今日は我々のクラブの雰囲気をみていただいて、ク

ラブの会員にもなっていただけたらと願っております。また今日は臨時の理事役員会を開いて、

新会員候補者の審議をいただき４月１日から１名会員になっていただける予定をしております。

１）ゲストのご紹介〔卓話者〕株式会社アルプ 代表取締役会長 古賀 克己（こが かつみ）様

株式会社アルプ 秘書室 山岸 昭伍（やまぎし しょうご）様

２）ビジターのご紹介 なし

《 食 事 》
４． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕大路孝之幹事：① 本日例会終了後、臨時の理事役員会を行いますので、理

事役員の方はよろしくお願いいたします。② 来週3/31は休会です。その翌週4/7は招龍亭に

おきまして、「クラブフォーラム」と「理事役員会」を開催いたします。近日中に事務局よ

り開催案内を送付予定です。③ 姉妹クラブの「東京世田谷中央RC創立２０周年記念式典」

が5/17開催されます。ご出欠につきまして4/7までに事務局へご連絡をお願いいたします。

〔委員会報告等〕稲山訓央会員：ロータリークラブに所属させていただき２年半ぐらい

が経ちましたが、その間にＣＤを２枚出させていただき皆さまにもご購入いただいたので

すが、新入会員の皆さまで機会のなかった方へプレゼントしたいと思います。

５ ニコニコＢＯＸ ￥16,000- 本年度￥ 518,000- 残高¥6,097,553-
卓話講師 古賀克己様より

魏賢任会長：皆さまこんばんは。古賀先生のお話を心より楽しみにしています。

大路孝之幹事：古賀会長、ようこそ！卓話「わたしの中国観」楽しみにしています。よろしくお

願いいたします。

炭谷亮一会員：古賀様 今夜は御苦労様です。

柳生好春ガバナー

例会便り
第 825 回

ホテル日航 5F
2016 3.24（木）19:00
例会出席率23/44 52.27％

２月の平均出席率60.98％稲山 SAA

Kanazawa Hyakumangoku
KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0822 2016 4.7

．
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６． 講話の時間

『 わたしの中国観 』

古賀 克己（こが かつみ）様

紹介者：大路幹事 本日の卓話者 古賀克己様です。皆さまご存知かと思いますが、株式会社アルプは臨床検査、

調剤薬局、食品環境衛生を三本柱とする会社です。古賀会長はアルプの他に、ＮＰＯ法人 日本海国際交流センタ

ー理事長、石川県日中友好協会会長、金沢経済同友会理事、多くの大学の客員教授もなさっていらっしゃいます。

講話：私は県の日中友好協会会長をつとめておりまして、江蘇省との交流を中心にやっ

ております。江蘇省の省都は南京市です。日中友好協会の会長に就任してから数年後に

南京大虐殺記念館へ行ってまいりました。事前に記念館にお花を捧げたいとお願いし、

献花台でご冥福をお祈りしていると、周囲にたくさんの人が集って輪になり、少しこわ

い思いをいたしました。中国の方にきくと、「大丈夫です。お参りしてくださることを喜

んでいます。」とのことでした。６００～７００万人が住む南京には１００以上の日本料

理店があり、日本人も多く住み、輸出先も日本が多いということでホッとして、思った

より穏やかな気持ちでそちらを後にしました。私は１６年程前から大連と縁があり、大

連と金沢の交流の橋渡しをしてまいりました。これまでに大連へ１６４回行っています。

毎月１回、１週間ぐらいの日程です。そんな中、印象に残っているのは、山出保前金沢

市長がかねてから２０３高地へ行きたいとおっしゃっており、ある時空港から直接バスで走りました。２０３高地

へ行くと下の茶店で現地のお年寄りが日露戦争の話をしてくれましたが、山出前市長は日本人やロシア人の軍人の

被害はもとより、現地中国の一般の方の被害に心を痛めていらっしゃいました。日露戦争は１９０４年から０５年

にかけて日本が勝った戦争ですが、その主戦場が旅順の２０３高地でした。標高２０３ｍの丘に登り黙とうを捧げ

ました。当時山出さんは全国市長会の会長をしておられたこともあり、反響が大きかったです。日本人のまごころ、

歴史と真摯に向かいあう心に現地の方は敬意を示されました。政治的には中国人は日本に対して怖い国だと思う人

が多いと見受けられます。日本人も中国を恐いと思っています。お互いに怖いと思っているわけですが、例えば日

本に対しては”日本は本当に先の戦争を反省しているのか”という思いがある。アメリカと安保条約を結び、ア

メリカは世界の約４割の軍事力をもち、常にどこかで戦争をしている。しかも日本にはアメリカ軍の基地がいっぱ

いある。これを恐いことだと思っています。日本は憲法９条にもあるとおり、戦争はしません、攻めることはあり

ませんと言っていますが、信用できないと言われます。今、中国を恐いと思う人は、共産党一党政治で自由がない。

中国は１３億の人口があり、これをまとめるためには強権力がないとまとまらない。現在共産党員は約８，８００

万人といわれており、ほとんどの人は非共産党員です。信仰も自由でキリスト教徒は１億を超えたといわれていま

す。言論の自由もありますが、一つだけ言っていけないのは共産党の批判です。これも影響力のある人が扇動する

ことを禁止しているわけで、一般の人は対象外です。大国をリードするためには重しがないと分裂する。現在習近

平さんが行っているのが、徹底した腐敗の撲滅です。毎年約５万人ずつ検挙しています。大連でも行なわれていま

す。これまで見過ごしてきたことに今手がつけられているということです。鄧小平さんが次の政権へ渡す時に３つ

のことを江沢民さんに伝えたとされています。１つめは”軍事を握れ”２つめは”共産党は倒れることはないが

分裂させるな”３つめは”腐敗はさわらない”憲法よりも共産党幹部が上にいる。習近平さんは法律家であり、

これからは”人治国家でなく法治国家となる”と宣言した。法律の範囲内で権力を行使するということを明確に

した。閣僚級は４１名がつかまったとされ、その中には江沢民さんの腹心もいたとされています。一般人の習近平

さんへの支持は絶大で習体制を絶賛しています。権力を持つ人はお金も持っているということで、格差是正にもつ

ながります。役人には海外逃亡を防ぐためパスポートを取り上げられている人もいるとききます。また役人による

無駄使いをやめて節約運動もすすめています。習近平さんの暗殺計画の動きがあるともいわれますが、今の体制は

続くと思います。まごころにはまごころで民間交流を、私達はまごころでもってお互いを理解しあうことが大事だ

と思います。中国から日本に来た方は日本を絶賛します。交通ルールを守り公共マナーがよい。中国では人口も多

く色々な問題もありますが、真実を知ることが大切だと思います。民主的な方法も現実には行っています。中国に

は健全に発展してほしいと願っています。

７．質疑応答

８．謝辞・謝礼

点 鐘
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パストガバナーからの手紙 258回 2016.4.7

「中国通貨元のＳＤＲの構成通貨論考」 炭谷 亮一

ＩＭＦは昨年１１月末、特別引き出し権（ＳＤＲ）の構成通貨に、本年１０月から中国の人民元を加えることを

決定した。

ここ数年来の中国政府の悲願とも思えるＳＤＲ（米ドル・ユーロ・英ポンド・日本円）の構成通貨になる夢が達成

されたわけである。これは中国経済の規模（世界のＧＤＰの約１３％、世界の貿易の１５％以上を占めている）を

考えれば当然の帰結と言える。そして中国の次なる夢は人民元を米ドルを抜いて世界の基軸通貨にすることであり

又世界に冠たる経済の覇権国となり真の中華となることである。

昨年の「ＡＩＩＢ・アジアインフラ銀行」の設立にはじまる中国による世界経済の覇権化に向けた一連の動きとし

て見てとれる。

ＩＭＦ（国際通貨基金）はいわばアメリカの息のかかった出先機関であり、４年程前に中国の人民元をＳＤＲの構

成通貨とすることに頑強に拒んでいたが今回はすんなり認めてしまった。私にはアメリカの御家芸である「深謀遠

慮」がある様に思えてならない。それでは論考を試みることとする。ＳＤＲに採用されるには条件が２つある、１

つ目は発行国の輸出額が大きいことで、世界最大の輸出国である中国は問題ない。

２つ目は、準備資産として多く保有されていることで、その通貨が自由に取引されることが前提となる。

為替レートの安定を優先してきた中国は長らく実質ドル・ベッグ制（一種の固定相場）をとるために、資本移動の

自由を制限してきた。この為前回２０１０年の審査では、ＳＤＲ入りを果たせなかった。だが中国は徐々に資本取

引の自由化と変動相場制への移行を進めてきており、ＩＭＦからも評価されている。ＳＤＲ入り後２～３年をかけ

て、中国は完全変動相場制へ移ることになる。為替の安定を失うが、それ以上のメリットを中国は獲得する。国際

的資本移動の自由だ。中国から世界有数の不動産や大企業に資本が投下される動きが加速する。反対に人民元建て

地方債を国際金融商品にしてファイナンスすることも可能となる。人民元のＳＤＲ入りは上記の様にメリットが多

大である様に思われるが、過大評価すべきではない、なぜならＳＤＲそのものは国際資本市場が未発達だった６９

年に、外貨準備の不足を補うために設置された。だがここ数十年はＩＭＦと加盟国の取引単位として使われている

にすぎない。ＳＤＲは市中に流通しているわけでなく、もっぱら中央銀行が保有・使用するだけでその量も多くな

い。ＳＤＲが世界の外貨準備に占める割合はわずか２％だ。このため構成通貨入りを目指す国はほとんどなく、１

５年前にユーロが導入されて以来、その構成に変化はなかった。それでも中国がＳＤＲ入りを強く望んだのは象徴

的意味合いに引かれたからだろう。

世界第２位の経済大国の中国としては人民元がＳＤＲ構成通貨と言う「肩書」を得ること そしてプライドと言う

重要な意味がある様に思える。

ではアメリカはじめ欧米先進国はなぜ前回と違って今回は易々とＳＤＲ入りを認めたのだろう。それは人民元のい

わば国際通貨化は中国経済の自由化開放化そして透明性の強化につながり、しいては中国の民主化につながるもの

との深い読みがあるのだろう。アメリカに限って言えば中国現政権の崩壊を、人民元のＳＤＲ入りは早めると読ん

でいる様に思えてならない。変動相場制への移行、債権及び株式市場の開放は自由主義経済、市場経済へどっぷり

つかり中国現政権が経済分野において恣意的に強権を発揮出来なくしてしまえば、中国経済は減速をいちじるしく

早め崩壊しそれに伴い現政権の崩壊も時間の問題と読んでいる様だ。中国国内の激変にそなえアメリカ人は出来る

だけ長期滞在を避け、現地採用中国人にその役割をとって換わらせる様にアメリカ企業に呼びかけ、かなり腰を引

いた態度でいる様だ。果たして中国経済はハードランデングかソフトランディングするかそして中国情勢の行方に

目が放せない。

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。 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 H28.4.10 【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】
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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）百万石RCが負担

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）

2:00 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

分科会 (15：40 ～ 17:00) について 以下のとおりです

第１分科会 ≪大ホール≫ クラブ会長・幹事・会計・理事･役員・ガバナー補佐(現次期)

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 ≪多目的ホール≫ 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

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 ≪和風会館ふかまつ≫ 広報委員会、ロータリー情報委員会、雑誌委員会

第４分科会 ≪研修室≫ 入会3年未満の会員

＊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。

朴天學先生よりのメール 炭谷先生，石丸先生，

お元気のことと思います。お送りくださつた図書寄贈Project地区補助金書類は会長と検討しました。これで大丈夫であります。翻訳

してあげましたのでクラブで地区に申請します。

1. 補助金は世界大会の時現金であげることにしましたがいかがでしょうか？ 2. 寄贈式の後，寄贈式の写真と，図書購入書店（明

文堂）の領收證 （図書目録と価格添付）をくだされば、 この地区補助金Projectが終わります。

申し訳ありませんが今年度の3710地区大会の件ですが，RI世界大会がある高陽KINTEX2階で5月30日午後2時から開催します。

柳生好春ガバナ-様をはじめ2610地区沢山の会員がご参加してくだされば栄光でございます。柳生ガバナ-様の祝辞と写真は4月末ま

でお送りくださるようにお願いします。高陽でお会いする事，楽しみとしております。 朴天学

クラブ次年度委員会役割案 2016 ～ 2017
石丸幹夫：その他友好クラブ 会報 井上正雄:親睦 ＳＡＡ ニコニコ 井口千夏：例会 会員増強

岩倉舟伊智：友好富山西 Ｒ財団 上杉輝子：米山 青少年奉仕 広報 上田喜之：例会 ＳＡＡ 会報

江守巧：クラブ細則 C 青少年奉仕 江守道子：書き損じハガキ 会報 大路孝之：その他友好クラブ Ｒ財団

（ラオス） 米山 青少年国際奉仕 大沼俊昭：親睦 書き損じハガキ 表靖子：ニコニコ ロータリー情報
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勝山達郎：親睦 世界社会奉仕 川きみよ 奉仕プロジェクト委員会委員長 魏賢任：その他友好クラブ

会員増強 北山吉明：会員増強 親睦 修練 杵屋喜三以満：北クラブ 修練 木場紀子：富山西 修練

金沂秀：会員組織委員会委員長 修練 相良光貞：親睦 書き損じハガキ 宍戸紀文：広報委員会委員長

東海林也令子：クラブ管理委員会委員長 炭谷亮一：細則 C R 財団（ラオス） 高田重男：青壮年奉仕 会員

増強 竹田敬一郎: 親睦 書き損じハガキ 辰己クミ：例会 社会奉仕 谷伊津子：富山西 社会奉仕

土田初子：米山 ロータリー情報 永原源八郎：職業奉仕 社会奉仕 西村邦雄：R 財団（ラオス） 広報

野城 勲：富山西 書き損じハガキ 後出博敏：細則 書き損じハガキ 野村礼子：社会奉仕 会報

藤間勘菊：北クラブ その他友好クラブ 米山 布施美枝子：SAA ロータリー情報 二木秀樹：北ク

ラブ 職業奉仕 水野陽子：例会 社会奉仕 宮永満祐美：その他友好クラブ 青少年奉仕 武藤清

秀：幹事 村田祐一：その他友好クラブ 職業奉仕 矢来正和：ニコニコ 広報 山崎正美：親

睦 書き損じハガキ 若狭豊：会長

クラブフォーラム開催のご案内 例会 4/7（木） 19:00 ～ フォーラム 19:30 ～ 20:00 「招龍亭」

議題 ①ＰＥＴＳ（会長ｴﾚｸﾄ研修ｾﾐﾅｰ）の報告について ②次年度組織について ③次年度基本方針について

理事役員会の開催例会（クラブフォーラム）後 1. オープンロータリー例会について 2. 高崎ロータリーク

ラブとの交流について 3. 韓国青少年派遣事業について 4. 南光州ＲＣとの合同例会に係る韓国訪問について 5. 宮
城県亘理町小中学校図書寄贈ハートフル・プロジェクトについて 6. 次年度金沢北クラブとの合同例会につい

7.その他

「オープンロータリー例会」の開催について 実行委員長 宍戸紀文 副委員長 北山吉明

日 時 ： ２０１６年４月１４日（木）19：00 ～21：00 受付18:30～

場 所「土 家」 金沢市主計町２－３ TEL090-8097-4702

内 容 ： （１）「ロータリーと私」のテーマで卓話：会員４名×１０分程

（２）ゲストより自己紹介：おひとり５分程

会 費 ： 会員並びにご友人・知人の会費は全額クラブにて負担いたします。会員のご家族はお一

人２千円をご負担いただきます。 ※飲酒される方はお車の運転をご遠慮ください。

東京世田谷中央ロータリークラブ 創立 20 周年記念式典・祝宴のご案内

会長 坂本旦子 幹事 佐々木悟 創立 20 周年実行委員長 近藤 禎夫

≪日 時≫ 5/17(火)登録開始 11 時 式典 11 時 45 分～ 12 時 30 分 祝宴 12 時 40 分～ 14 時 20 分

≪場 所≫ ホテル・ニューオータニガーデンタワー 5 階 「 鳳凰東中の間」TEL:03-3265-1111
≪登録料≫ 15,000 円 出欠を 4/7までに事務局宛よろしくお願いいたします。

郭 純さんから

From: Guo Cathy
Sent: Thursday, March 31, 2016 12:00 AM
To: ⾦沢百万⽯ロータリークラブ
Subject: お礼のメールと近況報告
金沢百万石クラブの皆様 お久しぶりです。また花見の季節が来てい

ます。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。私は社会人一年目も後数

時間で卒業しまして、４月から２年目に突入します。

去年ホーミカンミングの時から既にソウル大会のことを聞いた私は

関心を持ち初めて、その後企ヤングイベントに参加する機会について

ロータリー米山奨学会より得て、応援したいと思い、日程を調整した

上申し込んだわけです。

今回の申し込み代を代わりに支払っていただき、誠にありがとうご

ざいました。ソウル大会に参加する方がいらっしゃったら、ぜひご連

絡ください。今後も引続きよろしくお願いいたします。郭
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シクラメン さくら 木蓮

チューリップ 花の季節になってきま

した。

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
4/7 ＰＥＴＳ報告・次年度方針

理事会／ 招龍亭

4/14 オープンロータリー ／土家

4/21 竹田伸一様 いしかわ動物園

4/28 福島 薫様

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


