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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

四つのテスト

１）魏賢任会長挨拶 今日は森眞一

郎さんの入会式を予定していましたが、

所用のため来週行います。今日は次年

度会長予定者若狭先生からPETSのご報

告等を楽しみにしています。

２）ゲスト・ビジターのご紹介 なし

３）今月の誕生者の紹介

５日生まれ 高田重男（たかた しげお）会員

２７日生まれ 後出博敏（のちで ひろとし）会員

２８日生まれ 木場紀子（きば もとこ）会員

《 食 事 》

幹事報告・委員会報告

大路孝之幹事 ① 本日例会終了後、理事役員会を開催いたします。

②来週は19：00 より「土家」におきまして「オープンロータリー」を行い

ます。ご出欠並びにご招待者のお名前につきまして、本日中に事務局までご

連絡をお願いたします。

③ 東京世田谷中央ロータリークラブ２０周年記念式典につきまして、本日中

に事務局へご出欠をお願いします。

④4/10(日)砺波市で次年度役員並びに入会３年未満の方を対象とした地区研

修会等が開催されます。ご出席予定の方はよろしくお願いします。

〔委員会報告等〕

藤間勘菊会員：来週のオープンロータリーの駐車場についてご連絡します。

尾張町旧森八本店の建物の前、佃さん、杉本会計さん、お宮さんの前も大

丈夫ですし、そこを抜けるとすぐ主計町です。

宍戸紀文会員：ご自宅に眠っているお酒がありましたら持ち寄っていただ

けると助けになるかと思います。

柳生好春ガバナー

例会便り
第 826 回

招龍亭２ F
2016 4.7（木）19:00
例会出席率 28/44 63.63％

3月の平均出席率 68.02％宍戸 SAA

Kanazawa Hyakumangoku
KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0823 2016 4.14.14

．



- 2 -

北山吉明会員：以前に卓話いただいた筒井裕朗さんから事務局にお知らせがありまし

た。「御無沙汰しています。サクソフォンの筒井です。津幡在住のハービスト、上田

智子さんとコンサートを開催いたします。時間がございましたらお運び下さい。」

上田さん・筒井さんのハープ＆サクソフォーンリサイタルのチラシを各テーブルにお

いております。また私の「タンゴの時代」（後述）というチラシもお配りしておりま

す。なぜ生演奏なのか、私達の生活の中には音楽があふれています。そのために時間

を割いて、その場に赴き、それ以外のことは何もしないで集中するということが、生

演奏の良さかと思います。

ニコニコＢＯＸ ¥10,000- 本年度¥628,000- 残高¥6,107,553-
魏賢任会長：皆さまこんばんは。足もとの悪いなか、ようこそ、例会にお越しくださいました。

若狭次年度会長宜しくお願いします。

大路孝之幹事：４月入会予定の森眞一郎様ようこそ。大歓迎です。今後ともよろしくお願いいた

します。

上杉輝子会員：花の命は短くて.満開の桜が一挙に散っています。でも又来年を楽しみにして・・

・久し振りの例会、やっと来れました。

炭谷亮一会員：魏さん今夜はお世話様です。

西村邦雄会員：若狭次期会長 期待しています。

クラブフォーラム
１）ＰＥＴＳ(会長ｴﾚｸﾄ研修ｾﾐﾅｰ)の報告について

司会：武藤清秀次期幹事

若狭豊次期会長： 3/13南砺市で開催された研修に行ってきました。2016-17

年度のＲＩ会長ジョンＦ．ジャーム氏は「人類に奉仕するロータリー」とい

うテーマで、奉仕という言葉がキーワードです。ＲＩ会長の重点項目としては、① ポリオ

の撲滅 ② 会員の維持・増強 ③ 財団１００周年記念の目標達成とあります。また、2016-17

地区ガバナーは南砺ロータリークラブ

岡部一輝様です。「語り合おうロータリ

ー」というテーマです。語り合うという中でロータリ

ーに求めるもの、ロータリーに足りないもの、あらた

めて自分との語り合いも必要だと思います。「ＲＩ会

長表彰への挑戦について」各種の事業内容の提示と地

区の具体的目標が定められました。最後に百万石ロー

タリーが会員増強（オープンロータリー含）や地区補

助金を使った事業などに関して評価されているという

話がありました。

２）次年度組織について 次年度組織については２ケ月程前から度々皆さまの意向をききながら、理事

役員のメンバーには快く賛同いただき、承認もいただきました。長期友好クラブ担当者並びに地区への

出向については記載のとおりです。クラブ管理運営委員長には東海林さん、奉仕プロジェクト委員長に

は川さん、会員組織委員長には金さん、広報委員長には宍戸さんにもご了承いただき、それぞれ副委員

長もお決めいただいております。一人二役ぐらいを皆様にお願いしておりますが、今年度はこのメンバ

ーでなるべく多数の方に色々な形で参加いただいて、語りの場を多く持ちたいと思っています。

３）次年度基本方針について

・若狭豊会長ｴﾚｸﾄ 魏会長からのいい流れをつなげて、更に楽しく活気あるクラブを

目指して、皆様の活動がスムーズにいくように、また皆さんのご協力を仰ぎながら進め

て参りたいと思います。

・クラブ管理運営委員長－東海林也令子会員 今年度に引き続きもう一年留任をと若

狭会長エレクトからご指名をうけまして、気持ちも新たに頑張りたいと思います。若狭
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次年度会長のもと、会員の皆様の理解と親睦を深めながら百万石ロータリーらしい活発で魅力のある例

会、参加して良かったと思われる例会づくりをしていきたいと思います。

・奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長－川きみよ会員 「ロータリーの源流である奉仕の理念の再

認識とその実践をとおして、ロータリアン各自の奉仕訓練を積み重ねる。その結果、

培われた心を家庭、職場、地域社会、国際社会に移していくよう努力する」

一緒に委員会活動をさせていただく方々がベテランの大先輩ばかりですので、習いな

がらやりたいと思っております。３年程前に私の息子が青少年奉仕で大変お世話にな

りましたので、そういう意味では少しわかるところもあるかと思いますし、お手伝い

できたらなあと思います。一年間よろしくお願いいたします。

・会員組織委員長－金沂秀会員 今年度はオープンロータリーという形で新会員候補を

例会に招待することをいたしました。次年度は強力な魏会長を副委員長に迎え、光った

企画を行ない、僅かな予算ですが使い切りたいと思っています。

・広報委員長－宍戸紀文会員 副委員長は矢来会員に引き受けていた

だきました。広報はこれまで石丸先生にほとんどおんぶにだっこでし

たので、会報やホームページなどもう少し予算をかけて手を入れていって、広く他

の方達にも百万石の楽しさを伝えていければいいなと思っております。皆様にも取

材のお願いをすることになるかと思いますので、その節はぜひお願いいたします。

点 鐘

宮城県亘理町立小中学校図書寄贈ハートフル・プロジェクト案内 ！

炭谷亮一

金沢百万石R.Cが主体となった大きな奉仕プロジェクトです。是非読んでください
宮城県亘理町での贈呈式 その後４R.C会長による懇親会に多数の会員の御出席を希望しています。

－寄贈図書贈呈式次第－

（１３：３０） 開会

開会のことば 仙台ＲＣ社会奉仕委員長 飯岡 智

主催者あいさつ ※贈呈図書の説明

金沢百万石ロータリークラブ会長 魏 賢任 仙台ロータリークラブ会

長 大槻 昌夫

来賓ご挨拶 亘理町長 齋藤 貞 様

来賓紹介

寄贈備品贈呈 ①亘理小学校②荒浜小学校③吉田小学校④長瀞小学校⑤逢

隅小学校⑥高屋小学校 ①亘理中学校②荒浜中学校③吉田中学校④逢

隅中学校

※４ＲＣクラブ会長より各校に目録贈呈

各校代表より一言 ・亘理町立 小学校 校長 様

写真撮影

（１４：３０）閉 会

実行計画（案）
１．日時 ２０１６年６月２４日（金）

２．場所 宮城県亘理郡亘理町

亘理町立（ ）（仙台駅よりバスで約５０分・仙台空港より２５分）

３．対象

津波により水没した高屋地区

の水田

（2011 年 3 月 13 日）

亘理町（わたりちょう）は、

宮城県南部の太平洋沿岸、阿武

隈川の河口に位置する町。
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①亘理町立小中学校１０校へ贈呈

小学校「亘理・荒浜・吉田・長瀞・逢隈・高屋」６校

中学校「亘理・荒浜・吉田・逢隅」 ４校

４．タイム・スケジュール

午前 ９時 金沢百万石 仙台空港到着（６名）

１０時３０分 高崎仙台着 （２～３名）

１１時００分 仙台駅前メトロポリタンホテル出発 マイクロバス１台

１２時００分 韓国・南光州２名ロータリアンピックアップ

１２：３０分 仙台空港出発

１２：３０分 ロータリー懇談会（昼食）会場：亘理街周辺予定（２０名）

１４：３０分 亘理贈呈式会場着

１５：３０分 図書贈呈式開催

１６：００分 図書贈呈式終了

１６時２０分 終了後現地出発、仙台へ

１７時１０ 仙台駅より東京へ

１７時１０分 終了

※マイクロバス１台（加藤会員に依頼） 青ナンバーマイクロ（保険加入）

※横断幕・寄贈図書目録パネル作成

※マスコミ案内は仙台ロータリー（仙台ＲＣ広報委員会との連携・協議）

※６初旬亘理と現地で最終打ち合わせ予定

主催ロータリー

金沢百万石ロータリークラブ 仙台ロータリークラブ

会長 魏 賢任 会長 大槻 昌夫

幹事 大路 孝之 幹事 安曇 謙三

担当 炭谷 亮一 社会奉仕委員長 飯岡 智

高崎ロータリークラブ 南光州ロータリークラブ

会長 吉井 良弘 会長代理 千 命培

幹事 須藤 二三男 地区友好委員長 朴 天學

協力：明文堂書店 清水 満 代表取締役

寄贈図書品について（案）

仙台ロータリークラブ 金１，０００，０００円

地区補助金 金１，０００，０００円

金沢百万石ロータリークラブ 金 ６００，０００円

高崎ロータリークラブ 金 １００，０００円

南光州ロータリークラブ 金 ６００，０００円

小計 ３，３００，０００円

※明文堂書店よりロータリー寄贈金額

と同額相当の図書支援 小計 ３，３００，０００円(現物寄贈)

合計 ６，６００，０００円（相当）

当日実施予算

収入

会費 仙台ＲＣ ＠４，０００×１０名＝４０，０００円

金沢百万石ＲＣ他 ＠４，０００×１０名＝４０，０００円
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合計 ８０，０００円

支出

懇親会費 ＠４，０００×２０名＝ ８０，０００円

バス代 マイクロ１台 ２０，０００円

高速代 ２，０６０円

傷害保険料 ＠ １００×２０名＝ ２，０００円

横断幕・寄贈目録パネル ５０，０００円

合計 １５４，０６０円

収入８０，０００円－１５４，０６０円＝－７４，０６０円

（社会奉仕員会より補てん）

プロジェクト趣旨

東日本大震災により被害を受けた地域で、報道されることなく支援が忘れられ、行き届かない亘理地

区の小中学校において学校図書の喪失により、図書が不足している現状を改善すべく、小学校６校、中

学校４校で学ぶ子供たちのために学校図書を寄贈し励ましとしたい。

パストガバナーからの手紙 258回 2016.4.14

「マイナス金利導入の影響」 炭谷 亮一
１月２９日、日本銀行は遂にマイナス金利政策の導入を決定した。さてマイナス金利を簡単に説明すると

〇マイナス金利政策以前は

銀行の余った現金 → 日銀の当座預金

日銀は約０．１％の金利を払う

〇マイナス金利政策とは

銀行の余った現金 → 日銀の当座預金

銀行が日銀に約０．１の手数料を払う

上記の様に従前とは真逆の立場の政策である。つまり銀行にもっともっと民間に融資を行わせ経済を活性化し、安

倍政権の経済目標であるデフレを完全脱却し２％のインフレ目標を達成する効果的な手段と考えられる。

さて「週刊朝日」に「虎穴に入らずんはフジマキに聞け」の経済評論家で３年位いコラムを執筆している藤巻健史

は以前私が評した様に経済予測が当たらない経済評論家としては１級品であるが、昨年の彼の「中国主導のＡＩＩ

Ｂ」に関して私とピタリと意見が一致した。今回彼は「マイナス金利導入は景気回復とインフレ率達成を早める」

と主張し、又又私と意見が一致した。私は「異次元の量的緩和」と相いまって日本経済を成長させる大きな働きを

すると考えている。ところが藤巻氏はマイナス金利政策は良いが「量的緩和」にはほとんど賛成していない。

振り返って見ればあの民主党政権の悪政（へたくそなの意味）によって約４年前の日本経済は衰退し疲弊していた。

この状態の時に「マイナス金利政策」など導入してもまったく効果はないと断言できる。例えて言えば日本全体が

お腹をすかせた状態の時には食糧増産を計画するのではなく輸入でも何でもしてまず食料とお金を国民に十分与え

なくてはならない、従って安倍政権が就任直後にやった財政出動と量的緩和は適切であったと言える（もちろん円

高誘導に関しても）。そしてその効果にやや限界が見えた今日の時点で「マイナス金利政策」はゴール間近い先頭を

走る馬にムチをあてて叱咤激励する様な多大な効果が期待出来る。

わたし的には世界経済はかなり流動的だが日本経済が大きな流れの中で安定的な上昇気流に乗る日は近いと考えて

いる。

最後に又又又私と藤巻氏の意見の一致を見た政策がある。それは国民の銀行預金も使えば現在普通預金では０．０

０１％位いの金利を預金者はいただけるが、これを０．００１％預金者に払わせるマイナス金利（民間銀行にも）

を導入すべきと考えている。何に！！金を預けて預け金を払うと一般の国民にとっては噴飯ものの政策かも知れな

いが、良く考えて見れば大切な物（高価な絵画や骨とう品等）を預ければ保管料を払う必要がでてくる。お金も大

切なものだから当然払うべきと（今の経済状態では）考えている。

いやならタンス預金なり、私の知人の様に犬小屋の下に穴を掘って大金を保管している者もいる様だがでも外出す

る時はいつもビクビク気配しなくてはならないし、更に火事も強盗も怖いよ！！
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少しお金を払って銀行に預けておいた方が安全と思うが？さあいよいよ民間の銀行の眠っていた資金が巨大なうず

となって投資に向かう数１０兆円から数百兆円が動き出す、日本経済の第２の黄金期の到来は真近と言える。

。

2016-17 年度 地区研修・協議会について

4/10 地区協の出席者は次の方々です。

炭谷 亮一 若狭 豊 武藤 清秀 西村 邦雄 上杉 輝子 藤間 勘菊

魏 賢任 矢来 正和

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）に開催されました。

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

会長 魏賢任 会長エレクト 若 狭 豊

2016 － 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】

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）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。

【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 全体会議Ⅱ 17:55 閉会点鐘

分科会 (15：40 ～ 17:00)

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 ≪研修室≫ 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 ≪和風会館ふかまつ≫ 入会3年未満の会員

次期各会員の役割

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 ＳＡ

Ａ 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 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
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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

「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。

会員消息
北山吉明会員のタンゴのコンサート案内

花言葉

チューリップ 赤：名声、恋の宣

言 紫：不滅の愛、永遠の愛情

さくら 精神美、優れた美人、優

美な女性
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← 4.6 夕方 兼六園にて

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
4/14 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 高木慎一朗様 ㈱銭屋社長

高崎 RC 来る

5/19 中村正臣様 ㈱正花園代表取締

役 理事会開催

5/30（月）南光州合同例会

6/2 休会

6/5（日） 日台例会


