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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

１．四つのテスト

２．魏賢任会長挨拶 ４月のお

忙しいところ、多くのゲスト・会

員の皆様ようこそオープン例会に

お越しくださいました。桜の名残

が感じられる特別な場所で特別な

ゲストをお迎えして特別なひとときを共に過ごしたいと思っ

ております。今日はこの場所をご提供いただいた藤間会員に心より感謝いたします。またお弁当

のほかにお料理やお酒を持ち寄っていただきましたので、大いに飲んでいただきたいと思ってお

ります。百万石の例会の雰囲気や楽しさを存分に体験していただけたらいいなと思っています。

そしていつかこのクラブの一員になっていただけたら尚幸いと思います。有難うございます。

１）ゲストのご紹介（後述） ２）皆出席顕彰 該当なし

《 食 事 》
《 乾杯のご発声 》

北山吉明会員：３回目を迎えましたオープンロータリー、今回私は副委員長

でございます。だんだん歳がいきますと人と人との出会いについて考えること

が多くなります。一生の内にどれだけの人に出会えるのか。世界６０億の人の

中でいま自分の周りにいる人は真っ赤っかの糸に繋がれているのではないでし

ょうか。出会いを大事にしようという思いになってきます。そういう意味でこ

うやってここに集い楽しむメンバーというのは、時間と空間を超えてなにか結

び合っていると思う次第であります。この出会いが永く楽しく意味深く続きますことを祈念して乾杯をしたいと思

います。乾杯！

３ 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕大路孝之幹事：来週の例会は、ホテル日航金沢５階におきまして１９時よ

り行います。

〔委員会報告〕なし

４ ニコニコＢＯＸ ¥5,000- 本年度¥633,000- 残高¥6,112,553-
魏賢任会長：皆さまこんばんは。ゲストの皆さまようこそ、金沢百万石ロータリークラブのオープ

ン例会にお越し下さいました。大いに楽しんで下さい。

大路孝之幹事：オープンロータリーへゲストの皆さんようこそ！ゆっくりお楽しみ下さい。

柳生好春ガバナー

例会便り
第 827 回

主計町土家２ F
2016 4.14（木）19:00
例会出席率22/44 50％

3月の平均出席率 68.02％宍戸 SAA
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５．代表者による卓話「ロータリーと私」

石丸幹夫（いしまる みきお）会員／入会歴３７年：

私のロータリー感想

本日はオープンなロータリー例

会ですから、ゲストの皆様やお家族

をお迎えしております。「ロータリ

ークラブとは何だろ」うと世間の人

に聞いて見ますと 「奉仕団体」更

に詳しくは「国際的な奉仕団体」で

しょうとの認識ですね。

しかし、まだ「暇と金のある人類の

クラブというと認識」もあるのかも知れません。

入会を勧誘しますと１．暇がない ２．経済的理由 ３．

家庭の事情 ４．もっとステータスのあるクラブを密か

に狙っている ５．何となく嫌いだ などの反応です。

私自身もかっては其のどれかでした。はばしい社交的な友人達はライオンズクラブに入っていましたが私には誰

からも勧誘もないし、其の情報もありませんでした。

しかし３８年前、突然、先輩の医師から「君ロータリーに入らんか」と言われましたが、当時は本当に医院の最も

建設時期の忙しい時で、借金も多く、家庭的には子育て、父親の看病と大変な時期でした。しかし、元々国際交流

に憧れていましたので、ストレス解消にまあ１週に一度ぐらい食事に行く位ならお思って 入会しました。

しかし、例会の時間を守るのは大変でした。遅刻遅刻で罰金を払いながら、何とか皆出席しました。規則は厳しか

ったのですが、会員の皆さんは本当に親切な紳士ばかりでした。

収入や社会的地位には一切関係はありませんでした。後で海外旅行をして他のロータリークラブに出席しても同様

でした。今では国内外に多くの人脈が出来て、人生に深みができました。 忙しい人ほど世界に通じるロータリー

クラブ入って欲しいと思う様になりました。殆ど１週一度 食事するだけで、こんなの大きな人脈が出来るのですか

ら。

私は最初の２０年は金沢北ロータリークラブにいましたが、もっともっと気楽なクラブの金沢百万石ロータリー

クラブヺ立ち上げました。 「遅刻しても待っています。食事はあります。」と言うクラブです。お陰で出席率は地

区でも最低に属しますが、仲の良いことや事や楽しさは随一だと思っています。入って良かったと思う一人です。

表 靖子（おもて やすこ）会員／入会歴１０ケ月：

これまでの私のイメージするライオンズとかロータリーというのは、ブルジョアクラスの社

長さん・重役さんの集まりだと思っていました。私の親友の布施さんが、私の半年ほど前に

入会されていて、「今度オープンロータリーがあってお抹茶を提供することになったからお手

伝いをしてくれない？」ということで参加したのがきっかけです。興味深々で素敵な会だな

ぁと思ってお手伝いをしたのですが、その場で入会してくださいと言われました。今日は布

施さんがお休みなので内緒にしていただきたいのですが、私は落ち込んでいても人に悩みを

話したりしないのですが、布施さんはそれを察知してくださっているのかどうなのか、そ～

っと包みこんで自然治癒力を与えて下さるようなそういうお友達なんです。こういうお友達

が「毎回素晴らしいお話が聞けるのよ、出るたびに利口になれるのよ。」とすすめて下さり、素敵な会だと思い入会

させていただきました。皆出席を目指していまして、先週欠席したのでメーキャップしようと思っていたら、遅刻

したら罰金という厳しいクラブや男性だけのクラブもあると聞きます。百万石で良かったなぁとつくづく思います。

また美味しいお食事をいただけて、良いお話を聞いて、素敵な方々と触れ合えるというそんなクラブです。これか

らも皆出席を目指していきたいと思います。

金 沂秀（きむ ぎす）会員／入会歴１７年：

追いつかないけれども石丸先生の後を追って皆勤です。ちなみにいまお話された表会員は、うちの母ちゃんがお華

をしていた時の先生でした。狭い金沢、みんな繋がっています。みんなと少し違うのは、もし誘われたらロータリ
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ーに入ろうと決めていたことです。自分の尊敬するロータリアンでもあった社会保険鳴和病院をつくった浅地忠先

生にとてもお世話になりました。片町へ行けば先生のボトルを呑んで、夕方先生の家に遊びにいけば、ご飯とお酒

も用意してくれてあって、そこで色んな話を聞かせてくれました。僕は日本生まれ日本育ち

の韓国人で、国に友達がいませんでしたが、ロータリーに入って現在は兄貴・弟・友達がで

き、僕が行くと大先生やガバナー経験者、大統領選挙に出ようとするような人まで大歓迎し

てくれます。 また日本で百万石で可愛がってもらっていることを向こうの人達もすごく喜ん

でくれます。国際ロータリーということは、近所の集まりも大事ですけど、世界中どこの国

のロータリークラブにもメーキャップできます。ロータリークラブには、すぐ隣にさりげな

く実力や一味違う良さを持つ人がいます。金沢百万石ロータリークラブは最高です。入るな

らこのクラブです。

６． ゲストのご紹介並びにゲストより自己紹介

会長紹介／虎井 妹芳（とらい めいふぁん）様：

片町松田小児科の並びで印刷の仕事をしております。私は上海出身で１８年前来日しました。最

初は正直何も知らずアイウエオも知らずにきました。中国の仲間もできて現在石川県華僑華人聯

諠会では魏会長と、また石川県日中友好協会では大路さんとご縁があります。皆さんに恵まれて

自分は幸せだなぁと思ってこれからなにか自分にできることがあったら是非皆さまに声をかけて

いただきたいです。よろしくお願いいたします。

魏会長紹介／番川 順子（ばんかわ じゅんこ）様：

ポーラ化粧品金沢支店の責任者、番川です。自己紹介する際には、順番の番に三本川、順番の順

に子供の子と言っています。２６歳の時にポーラに入って２４年目になります。最初わたしの父

からの誘いでポーラに入り、それから結婚・出産をし現在二人の子供がおります。仕事は好きで

楽しく、また定年のない仕事なのでできる限り続けたいと思っています。魏会長にはポーラのお

客様を紹介していただくなど、ここ数年おつきあいをせていただいていています。ポーラは創業

８６年を迎えますが、最近はいろんな形で会社が変わっていまして、これまでは年齢層の高い方

向けのイメージだったかと思いますが、それを払拭するような若い人達も活躍されています。創業１００年に向か

って色々変わっていく中、私もその波に乗って変わっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

魏会長紹介／山瀬 昌紀（やませ まさき）様：

税理士をしております。魏社長とは大学を卒業して興能信用金庫に勤めた時からのつきあいです。

ご存知かと思いますが魏社長には子供が５人いまして、私も負けたくなかったのですが４人でスト

ップしました。一番下が２歳、一番上が中１とまだまだこれから手のかかる次期ではあります。税

理士を目指したきっかけは、金融機関に勤めて企業のお手伝いのできる範囲に限界を感じて税理士

を目指しました。現在税理士９年目になります。

藤間会員紹介／福島 薫（ふくしま かおる）様：

出身は羽咋で現在はかほく市で生活をしています。金沢市消防局に勤めていた頃は、現場では

消防ポンプ隊長を８年、あとの３０年は１１９番の受付や庶務関係など本部に約３０年勤務を

し、現在は県の消防学校におります。定年を迎えた年に人間ドック・脳ドックをうけたところ、

脳動脈瘤という病気が見つかりました。医師によればそのまま寿命を全うされる方もいるとい

うことでしたが、一旦病名を聞くとそれがストレスとなったので、手術にふきみりました。２

月にドックを受けて３月初めに手術をし、約２週間入院し３月末には見事退職辞令を受け取る

ことができました。私の母は５０年前に亡くなったのですが、ポーラ化粧品

に勤めておりました。今ほど番川さんのお話を聞いてなつかしくなりました。次回卓話の機会を

いただきまして、消防のことでお話をしたいと思いますのでそれまでお楽しみに。

藤間会員紹介／堀川 進（ほりかわ すすむ）様：

金沢の間明で車屋をしております。旧松任市出身で金沢の高専を卒業し東京でサラリーマンをし

た後、地元に戻り今の仕事をしていたところ、お世話になった先輩に「お前はずっとやりたいっ
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て昔から言うけどあと１０年経っても人に雇われてサラリーマンしとるよ、だって何も行動しないもん」と言われ、

そのノリで何も考えずにこの商売を始めました。今は辞めて自分でやって良かったと思います。サラリーマンとは

違う色々な事がみえてきたかなと思います。勘菊先生が言われたように、妻が琴をやっていて休日は大体琴の運搬

等をしています。周りの若手の経営者の方からいろんな会にお誘いいただくのですが、まだそうですね～という状

態で留めています。今後ともおつあいをいただけばと思いますので、また顔をださせていただきます。よろしくお

願いします。

７．閉会挨拶

若狭会長エレクト：次年度会長に向けて地区での色々な研修会等に参加する機会も増えてきて、少

しずつロータリーのことや百万石のことが見えてきたような気がします。今日のオープンロータリ

ーは、これから発信していく意味で百万石ロータリーで良かったとあらためて感じています。今年

の７月から１年間会長となりますが、上杉年度でジャンプするために私の年度は一旦沈んでみよう

と思います。今日のオープンロータリーは大成功だと思います。

点 鐘

米山《今月のピックアップ記事》

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

韓国に米山学友会を母体とした衛星クラブが誕生

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

韓国にこのたび、米山学友会を母体としたロータリー衛星クラブが誕生しました！第3650地区セソウルＲＣの

もとに創立された新しい衛星クラブの名は、「韓国米山セソウル・ロータリー衛星クラブ」。

31人の創立会員全員が、韓国学友会に所属する米山学友です。

3月26日にソウル市内のホテルで開催された創立総会には、学友20余人のほか、李泳鎬（イ・ヨンホ）第3650

地区直前ガバナーや朴虎君（パク・ホクン）同地区次期ガバナー、南宮根（ナム・クングン）

セソウルＲＣ会長などが出席して、新クラブの門出を祝いました。

創立会長の林基元（リン・キウォン）さん（1989-91／佐野ＲＣ）は、「会員は皆、米山の学友で、ロータリー

精神を引き継ぐ人たちです。今後さらに会員を増やし、発展に努めたい」と、意欲を見せます。

また、韓国学友会会長を務める全炳台（ジョン・ビョンテ）さん（1980-83／仙台北ＲＣ）は、「クラブ創立を

検討・準備する過程で学友同士が親しくなり、学友会の関係がとても良くなった。学友会と衛星クラブ合同の

奉仕活動やシンポジウムなど、互いに協力して新しい活動を計画していきたい」と、語りました。

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－

２０１６年６月２４日（金） （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

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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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

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
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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

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 。260回 2016.4.21

「枕草子」考察 炭谷 亮一
日本の歴史上エッセイ（散文・随筆・日記）の第１号は９９６～１００１年頃に書かれた「清少納言」の「枕草

子」である。

「源氏物語」より少し古く、思いつくままに自由に記述し、しかも他人に公開することを前提にした現代で言えば

インターネット上の個人のブログの様なものである。

いち読して感んずることは、女性ならではの感性ときらめきがあり、しかも知性を感じさせる、そして清少納言は

正直者で、自身の恋の体験まで平気で公開し、赤裸々に語っている。たとえば第２５段（底本＝３巻本）は「すさ

まじきもの（興ざめなもの）」と言う項目で、以下の様に記述している。

「家に通ってくれるようになった男が来なくなってしまうのは、ほんとがっかり。宮中に仕える身分のしっかりし

た女に取られたんだとわかって、勝てないから泣き寝入りするしかない、でも切歯扼腕し本当に頭にくる」と、こ

の正直さが清少納言の痛快さである。それではなぜ彼女は現代で言うブログを書いたのであろうか。推論してみた。

彼女は一条天皇の妻であった中宮定子に仕えた、その頃、中宮定子のまわりには華やかな才女が集まって、きらび

やかなサロンの様相を呈していた。ところが定子の父親藤原道隆が亡くなってしまい、定子のサロンに翳りがさす。

道隆の弟藤原道長が権力の座につき、娘の彰子を入内させる。そして時勢は彰子のサロンの方に移ってしまう（彰

子の方には紫式部がいた）。

そんな中、定子が若くして亡くなる頃、清少納言は「枕草子」を書いたのである。

そこにはつまり、かつての定子のサロンは知性と教養にあふれ抜群のセンスを誇った「私、清少納言」の存在があ

ったと、どちらかと言えば自慢話めく、当時は控え目が尊いとされた時代であるが現代に生きる日本女性の感性の

様で千年以上のタイム・ラグを感じさせない驚くべき進取の気風を持った女性だった。

権力の中枢にいる人が自慢話をするよりは、時流からはずれた人の自慢話はどこかもの悲しくもあり、又あわれで

あり、何んとなくつい引き込まれて聞いてみようかな（読む）と言う気持ちにさせてくれるものである。

ともあれ日本の最初のエッセイは清少納言の「枕草子」であり、特に日本女性の「エッセイ」は無自覚にすべて「枕

草子」の影響をうけている（学術論文に近い様なエッセイは別として）。

現代のインターネット上の女性のブログのいくつかをたまたま見る機会があり、読んで見るとすべてエッセイ風で
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あり、文章の端々に、自慢話が見えかくれしている、ブログもなかなか高度に発展してきて、一見すると自慢だと

言うことがわからなくなっているが、根底にあるもの、つまり究極にあるのは“Ｉ am proud of something”である。

「清少納言」の慧眼に驚かされるのは第１６７段の記述である。

〈遠いようで近いもの〉

①極楽 ②舟の路 ③男女の仲

①極楽は多分、一生は短いですよ、現世にこそ極楽は存在するのだからもっとエンジョイしていい人生を送りなさ

いの意味。

②舟の路は舟での旅はほんとに楽しいものである。しかし楽しい時間はすぐにすぎるから一瞬一瞬を大切にしなさ

いよと言う意味。

③男女の仲は思っている程遠いものではなく、どんどん興味をもって交際し、若い内にたくさんいい恋をしなさい

よと言う意味。

最後に「枕草子」は１０００年以上たった現在でも今なお新鮮であり、エッセイのお手本である。そして間違いな

く日本文学史上、エッセイの最高傑作として、色あせることなく燦然と輝いている。

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

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

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
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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


