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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．国 歌『 君が代 』

ロータリーソング 『奉仕の理想』

２．四つのテスト

３魏賢任会長挨拶 半年ぶりに１５日か

ら約１週間、仕事のため中国へ行ってき

ました。去年ほど景気は良くないようで

すが、空気が良くなったような気がします。今日は私の古くからの友人で森眞一郎さんの

入会式もあり、ワクワクしながら来ました。森さんようこそ、百万石ロータリーへ。

１）ゲストのご紹介 〔卓話者〕いしかわ動物園 飼育展示課 種保存ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

竹田伸一（たけだ しんいち）様

２）ビジターのご紹介 なし

３）新入会員入会式 森 眞一郎（もり しんいちろう）会員

金沢市元菊町で１０年

前から行政書士事務所

を開業しております森

眞一郎と申します。魏

会長とは青年会議所で

一緒に汗を流した仲間

です。数年前からお声

をかけていただいていましたが、仕事の関係もあって

入会には至らなかったのですが、この度入会すること

になりました。親父も金沢北ＲＣの会員で親子ともど

もロータリーを頑張っていいたいと思いますので、諸先輩方におかれましては御指導・御鞭撻の程よろ

しくお願いいたします。

《 食 事 》
４ 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕大路孝之幹事：① 米山奨学生について、2016年4月から2017年3月まで中国出

身の女性コウ イエンさんを受入れることになりました。現在、金沢美術工芸大学 修士

課程 デザイン専攻です。土曜日の米山奨学生オリエンテーションを経て、来週の例会よ

りいらっしゃる予定です。 ② 報道等でご存知のように熊本で大地震が発生しまして悲

惨な状況でございます。ロータリークラブとしてなにかご支援をということで、志をお願

柳生好春ガバナー
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いいたしたくこれから募金箱を回します。③5/12（木）高崎ＲＣから１３名の方が金沢へ来られます。

その日の例会は招龍亭で行う予定ですので、ご参加の程よろしくお願いいたします。

〔委員会報告〕宮永満祐美会員：日台親善会議実行委員会からのお知らせです。いよいよ詳細が決まっ

てきまして、6/5（日）式典部会・登録部会の応援をお願いしたいと思います。式典部会

の応援は是非とも女性会員に着物を着て、台湾の方をお迎えいただきたいということです。

登録部会につきましては、 大路さんからもお話があるかと思いますが受付の応援をお願

いいたしたく、大体の時間は11：30から14：30ぐらいの予定です。１千人近い登録がある

と聞いていますので、皆さんのお力が必要なので、どうぞよろしくお願いいたします。

５ ニコニコＢＯＸ ¥8,000- 本年度¥641,000- 残高¥6,120,553-
魏賢任会長：皆さまこんばんは。森さんご入会おめでとうございます。多いにロータリ

ーライフを楽しんで下さい。竹田先生のお話を心より楽しみにしています。

大路孝之幹事：竹田様、卓話よろしくお願いいたします。おもしろそうな演台ですね。

楽しみにしています。

炭谷亮一会員：森さん入会おめでとうございます。一緒にロータリー活動頑張りましょ

う。

吉田昭生会員：人間以外の生き物から家族愛・友情愛そして生命の尊さを学ぶ機会にふ

れる事を嬉しく思います。本日は竹田様宜しくお願いします。

６． 講話の時間

『 動物園ないしょ話－お見合い・結婚と子育てのうら話－ 』

竹田伸一（たけだ しんいち）様

紹介 吉田昭生会員：最近はテロ・殺人・自殺など理不尽に消された命が新聞をにぎわして

います。我々僧侶はじめ色々命を尊さを強調するわけですが、なかなか受け入れてくれませ

ん。そういうことがございまして、人間以外の動物から家族愛とか友情愛とか命の尊さを学

ぼうと主旨でいしかわ動物園にご連絡さしあげ、是非ともいつも動物を見ておられる先生方

にここへおいでいただいてお話していただきたいとお願いしたところ、本日は竹田伸一様が

快くお引受けくださりました。竹田様のプロフィールをご紹介を申し上げます。津幡町ご出身、58才。

いしかわ動物園飼育展示課・種保全グループリーダー。東邦大学理学部、千葉大学理学部大学院を経て1

984年石川県自然保護課に入庁され、1999年いしかわ動物園に移動。専攻は鳥類生態学、特に水鳥・海鳥

が専門。動物園ではトキ、イヌワシ、ライチョウ等の希少動物の飼育繁殖を統括する傍ら、教育普及活

動、企画運営に携わっておられます。

講話：1999年10月、能美市に新しく開園した「いしかわ動物園」、その基本方針と社会的な役割を簡単

に解説。動物展示の考え方、動物園運営の基本方針、動物の

飼育方法や収集方法など、他所の動物園の事情も含めて意外

と知られていない動物園の裏話をご紹

介したい。後半は動物たちのお見合い

・結婚と子育てについて、オランウー

タンやトキ、テナガザル等、いくつか

の動物を例にあげながら、時には人間

も参考にしたい動物たちの婚活や夫婦

生活、家族のつながりについてご紹介

したい。

全国各地に存在した動物園はレジャーの多様化等により減っています。現在約９

０の動物園がありますが、民間の動物園は減っています。世の中は民営化されていますが、動物園だけ

は公営化が進んでいます。「いしかわ動物園」もヘルスセンター・サニーランドと続きまして、倒産をう

けて石川県が引き受けて誕生しました。入園料を８００円いただきますが、毎年２億円の赤字です。地
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方の動物園は儲からないということで、新潟県や滋賀県には動物園がありません。近隣県の動物園へ行

くことになります。動物園には４つの役割があります。レクリエーション・社会教育・種の保存・自然

保護の４つです。「いしかわ動物園」が独自に掲げる基本方針は、人にやさしい・動物にやさしい・環境

にやさしい の３つです。園内はバリアフリー化を図り車椅子の人にも見ていただけるようにしていま

す。なるべく檻・柵も使わないように、また植物も植えて動物の住んでいる風景も作っています。カピ

バラは熱帯に住むため冬の展示ができないのですが、温泉を

つくりカピバラは温かく見る人もほっこりするということで

す。また太陽光発電や電気カート、雨水を使うこともしてい

ます。動物のフンを堆肥化した肥料で近くの農家で牧草を作

っていただき、エサにすることも行っています。赤字により

県のお金を頂いているけれども、石川県民にとってなくては

ならない場所であり続けたいという願いをもっています。昨

年イルカ問題がおこりましった。和歌山県で野生のイルカを

つかまえて、イルカショーを行っていることを世界の各団体

から指摘され、世界中から非難を受けました。国内や外国の動物園どうしで動物を交換して縁組をして

いくことがとても大事になっています。レッサーパンダは常に № １の人気者ですが寿命が１６年程です。

その縁組をしている団体から。” 家付・庭付・離れ付 ” という条件を付けられました。子供が出来た

後、夫婦だけにしないと次の子供ができないし、子供にとっても親離れのための独立が必要とのことで、

離れが必要となりました。そしてその３つを整え、オスを千葉県からメスを広島県からと若い夫婦を迎

えました。２年連続双子が生まれ、約束どおり最初の２頭を千葉と広島へそれぞれ渡し、２番目の双子

が現在「いしかわ動物園」にいます。シロテナガザルの場合、メスの産室を用意したのですが、食事も

減り下痢をするようになり、オスと一緒にしたところ安心して落ち着いたようです。類人猿は家族をと

ても大切にします。現在４兄弟が生まれていますが、人間の様に兄弟の面倒をよく見ます。今年５０才

になるチンパンジーがいます。人間でいうと６０を超えたおじいさんですが、４４才の時に子供ができ

て可愛がり片時も離れません。ヘルスセンター時代に一度だけ結婚し子供ができて以降３０数年間独身

で、いしかわ動物園ができた時に２０才若いメスと再婚しました。高齢の子供は可愛いのか子育てにも

接触的でとても可愛がります。ところが、その子供はあまりしかられないためか、やりたい放題になっ

ていたずらをよくします。いしかわ動物園のトキはオスとメスが交替で卵を温めます。本来野生のトキ

はエサをメスに運んだり、メスがエサを取りに行けるような環境づくりをするだけなのですが、こちら

はオスが積極的になりすぎてメスとよく喧嘩をしてしまいます。雛が卵から出る前に卵をむいてしまい

ます。未熟児で生まれて育たないことになるので、メスはそれを阻止しようと喧嘩して離婚ということ

もあります。オランウータンのお見合いがうまくいきませんでした。子供の時から兄妹のようにそだっ

たので、恋愛対象にはならなかったようです。今メスを福岡の動物園に預けて子作りをしています。う

まくいけばいいですし、もしうまくいかなくても２年間離れて暮らすことで新鮮な気持ちで再会し恋が

芽生えるかなと思っています。以上のように難しい動物たちの縁組・縁談で苦労をしています。この苦

労をしないと世界各地から指摘を受けかねないので人間的なところを尊重しつつ、そうでないところを

吟味しながら社会の皆さんに理解いただけるように努めていきたいと思います。

７．質疑応答

８．謝辞・謝礼 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－ 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
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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

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

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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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

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 。 261回 2016.4.28

「橋下徹への挽歌」 炭谷 亮一
昨年１２月１８日橋下徹大阪市長は任期満了を迎え、８年間の政治活動に終止符を打った。

まさにマスコミがいみじくも表現した「橋下劇場」に幕がおろされた感がある。ふり返れば大阪府知事・大阪市長

の８年間は日本一激しく政治改革を希求し、おそらく日本一の激務をこなし、敵対勢力と渡り合い、戦い刃折れ矢

つき戦場から去って行くとの世間一般の見方もあるが、私はそうとは考えていない。単なる政治シロウトのいちタ

レント弁護士が大阪府知事に当選し、就任直後に大阪府の職員に向って大阪府は「もうすでに破産会社」だと認識

して職務に励んでほしいと改革ののろしを上げた。立派すぎて泣きたくなる位いだ。当時を想い出しとってもさわ

やか、新鮮な感じがしそして何にかが変化するぞ期待出来るなとの感触を持った。

私は橋下徹が考えた「大阪都構想」はまったく的を得ており地方分権・道州制・連邦制そして地方再生に先べんを

つけるもので、中央集権と言う日本一日本最大の堅固な岩盤規制に風穴をあけるものであった。過去そして現在の

日本のすべての首長の中でだれも試みようトライしようと行動を起こした者はいない、存在した者もいない。なぜ

なら余りの大事業、大改革すぎてとてもとても手におえるものではないと考えるのが正常であり普通だからである。

橋下は尋常ではない。ちなみにあの意固地、偏屈な変人の新潟県知事すら、考えもつかないだろう（新潟県民の皆

様ごめんなさい）。橋下は命がけで頑張った。しかもその過程で国政にも打って出、自身の配下の若者を衆参両院に

約数十名送り込んだ、恐れ入ったとの表現がピッタリ当てはまる。安部首相ですらこんなエネルギーも実力もない。

私はこの時点で、日本にもこんなにも優れた指導者がいた、そして優れた指導者の主張を受け入れる土壌が存在し

たことに驚き、感激し、日本人の英智と柔軟性、許容力に感心させられたものだった。そして日本の首長の中でこ

んなにもケンカ・論争好き又敵対勢力に咬みつき更に更に更に売られたケンカは全部買いまくり、相手を言い負か

そうと真剣に頑張った者はいない、もちろん出身が弁護士だから法廷論争で負けたらお金にならないとの性なのか、

勝ち気な性格の由なのか解らないが。

私は大阪都構想に大賛成である、想い起こせば５０年前の大阪市を中心とする関西経済圏には東京に対抗出来るエ

ネルギーと実力そして潜在力とパワーを秘めていた。ところが現在は東京及び首都圏の一極集中状態となり関西圏

ハルシャギク
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の地盤沈下がいちじるしい単なる地方都市になり下がった。東日本大震災の経験から言っても東京一極集中はまず

いと日本中がそう考えたはずであり、大阪を副首都にすべく、その第一歩として大阪都構想を実現すべきと思う。

国会議員や官僚にまかせれば１００年経過しても実現しないだろう、大阪自身の働きかけ、改革の努力が必要との

思いが橋本徹に力を与え、目的に向かって走らせたのだろう。

最後に私の意見・感想だが、何か新規事業をやるとか、何か改革をやる、これを実行する方は大変である、私心を

捨てただひたすら頑張るしかない。しかし日本人の大半は、エールを送るよりは冷ややかな眼で見、そして少しで

もうまくいかなければ、それ見たことかと批判する。

世間一般で言われていることだが何にも行動しようともしないヤカラはただただ批判するのみで建設的な言動は一

切ない。不幸な人生と言える。橋下徹は上記の言葉が身にしみるどころか、彼の体と心にくい込む位い感じたであ

ろう。進取の気風に富む君の働きに「あっぱれ、よくやった君こそが日本一の男子なり」と断言したい。ゆっくり

休み、次回に備えよ、必ず陽は又昇る。

次期年度 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 吉田昭生：青少年 修練

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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楊⽴⼭さんからの報告 米山奨学生

こんにちは。ヤンです。お久しぶりです。報告が

かなり遅くなり、すみません。

帰国して１年を過ぎました。お陰様で、やっと２月

の末に仕事が決まって、正式に重慶にある四川美術

学院という大学の先生になりました。皆さまのご支

援で博士号をとったお陰です。

皆さんは私のことを心配していると思いますが．私は仕事も制作

も忙しくて、充実で元気にやっています。先程藤間先生と電話し

ました。大路さんと連絡してみたですが、繋がらなかったです。

特に用事がないですが、大路さんと会いましたら、よろしく伝え

てください。短い報告ですが、以上です。

よろしくお願い致します。 ヤン

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


