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2017年9月のロータリーレートは１ドル＝109円 10/28（土）10/29（日）地区大会

金沢百万石

2017-18年度 RI 会長テーマ

「ロータリー：変化をもたらす」

「ROTARY：MAKING A DIFFERENCE」

イアンH.S.ライズリー

Sandringhamロータリークラブ所属

オーストラリア（ビクトリア州） 下口幸雄

2017-18年度2610地区ガバナー

クラブのカラーを出そう

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．上杉輝子会長挨拶

４．ゲスト・ビジターのご紹介

(1) ゲスト

〔卓話者〕金沢市副市長 細田大造（ほそだ だいぞう）様

〔次年度派遣交換学生〕下出昇英（しもで しょうえ

い）さん

お父様 下出 雅之（しもで まさゆき）様

(2) ビジター

お母様 下出 祐紀代（しもで ゆきよ）様

金沢香林坊ＲＣ 村野元孝（むらの もとたか）様

５．派遣交換学生のご紹介

武藤清秀会員：私が文教会館の英米国際文化理解という講座で少し勉強してい

まして、歳の差はありますが昇英君も同じクラスで席を並べて、上達の度合は

全然違いますが一緒に学ばせてもらっています。その中で昇英君が留学したい

という話を聞いたのが、ロータリーで次年度の交換留学生を募集している時期

だったこともあり声をかけたら手を挙げていただき、クラブでもお諮りし上手

く事が運んで来年度、行先は未定ですが留学生となることができました。クラブでは受入

れの際のご協力をお願いするかもしれませんがよろしくお願いします。彼は現在金沢大学

付属高校１年生に在学中です。

下出 雅之 様：この度武藤さんにご縁をいただき、息子が交換留学に行かせ

ていただくことになり有難うございます。本人が海外へ行って

経験を積んでみたいということで、私達親としても何か力にな

れればと思いまして、応募させていただきました。留学生を受

け入れてホームステイさせなくてはいけないということで、皆

様にもご迷惑をおかけしてしまうこともあるかと思いますが、
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どうぞご理解をいただきご協力をましてご協力をお願いしたいと思いますし、私達もまた

ホームステイを受け入れて頑張ってみたいなと思っていただいております。有難うござい

ました。

６．皆出席顕彰

３９カ年 石丸 幹夫（いしまる みきお）会員

１９カ年 金 沂秀（きむ ぎす）会員

《 食 事 》

７． 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、「梅の間」において理事役員会を行います。

②来週は祝日のため休会です。次回は11/30「ジムホール」で親睦例会となりま

す。

８． ニコニコＢＯＸ紹介 \31,000- 本年度\293,000- 残高\5,226,811-

上杉輝子会長：金沢副市長細田様、お忙しい中ようこそおこし頂きました。お

話楽しみにしております。下出様御家族様ようこそ！！

大路孝之幹事：細田副市長さん、本日の卓話よろしくお願いします。

石丸幹夫会員：３９ケ年皆出席本当におかげ様です。

東海林也令子会員：細田副市長 今日は、お忙しいところありがとうございま

す。「まちかど思い出ピアノ」ではピアノにかかわっている者として、大変嬉しく感謝申

し上げます。

武藤清秀：皆さん今晩は、金沢副市長さんをおむかえして

９． 卓 話
紹介者：東海林也令子会員 「まちかど思い出ピアノ」の設置委員のひとりと

して、細田副市長とお会いする機会があって今日の卓話をお願いしました。

「 新幹線後の金沢のまちづくり 」

金沢市副市長 細田 大造 様 生年月日： 昭和４６年６月９日

出身 ： 愛知県名古屋市

最終学歴： 平成６年３月 東京大学法学部卒業

略歴 ： 平成６ 年４ 月 自治省財政局財政課兼大臣官房総務課

平成12年４ 月 三重県環境部環境政策課企画監

平成16年４ 月 総務省大臣官房秘書課課長補佐

平成16年６ 月 内閣官房副長官補付、内閣官房情報通信

技術(IT)担当室室員併任）

平成18年４ 月 岐阜県環境生活部 次

長

平成21年４ 月 総務省消防庁国民 保

護・防災部防災課災害

対策官

平成21年９ 月 （ 国民保護・防災部防災課地域情報把 握

専門官併任）

（ 国民保護・防災部参事官付理事官併任）

平成22年７ 月 内閣府沖縄振興局総務課跡地利用促進室長
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平成24年７ 月 全国市町村職員共済組合連合会財務部長

平成26年８ 月 内閣府情報公開・個人情報保護審査会

事務局審査官

平成28年４ 月 金沢市副市長に就任

※抜粋させていただきました

【卓話概略】2017.11.16 金沢市副市長 細田大造氏

本日はお招きいただきまして有難うございます。金沢市役所には副市長が二人おりまし

て、私の方は主にまちづくり分野の担当をしています。以前に山野市長がお話されたこと

と重なる部分があるかもしれませんが、今日は主に文化とスポーツの話題を中心にお話を

させていただきたいと思います。

まず今ほど東海林先生のお話にもありました、まちかど思い出ピアノの話をさせていた

だきます。去年の１０月にフランスへ行きましてトゥールという駅のホームにピアノがあ

り、仕事帰りのサラリーマンがピアノを弾くと周りに人が集まり連弾が始まってという感

じで、ピアノが街を活性化する、賑わいを生む、素晴らしいものだと感じました。なんと

か金沢でもこれが実現できないかと思いました。毎年金沢の小中学校では２台ぐらい廃棄

するピアノがあります。これを調律して使えないかとご相談して現在市内に２台置くこと

ができました。一つは菊川町、もう一つは東浅川の小学校でそれぞれ２７年・３６年とか

なり長い間使われていたピアノです。子供達の色んな思い出が詰まったピアノということ

で、「思い出ピアノ」というネーミングにしました。ストリートピアノは鹿児島や宮崎で

も既にあるのですが、グランドピアノはまずないと思います。実際に設置してみると金沢

駅では家族連れの旅行者や、イタリア人など海外からの旅行者が弾いている姿が新聞に掲

載されたりしました。毎日同じ方が練習している姿もみられまして、家庭に置くことが難

しいグランドピアノを夜１２時までなら自由に弾くことができるということです。金沢駅

地下もてなしドームと片町きらら前に設置していますので、見かけられた時に一度弾いて

みていただいて、気持ちが和やかになるきっかけになると嬉しいと思います。11/18には片

町きらら前でコンサートも開かれます。

市立病院の高田院長がクラブメンバーということで、「ホスピタリティアートプロジェ

クト」についてお話します。「ホスピタルアート＝病院のアート」は全国にいくらでもあ

ると思いますが、「ホスピタリティアート＝おもてなしのアート」は全国でもここだけで

金沢美大とコラボレーションしてやっているものです。このプロジェクトは大変すばらし

く是非皆さん来年ご参加いただければと思います。

新幹線後の金沢のまちづくりに取り組んでおります。去年１１月に地元経済界から二つ

の提言がありまして、一つは観光客が増えたのはいいけれど市民生活との調和が必要では

ないかという事。もう一つはコンベンション（会議）の会場を公共で作れないかという事。

歌劇座の改修にこれから取り組むことが主だった話です。新幹線開業による影響の検証を

しなければならないということで、当然プラスとマイナスがあります。新幹線開業効果と

いう言葉がありますが、タイミングも良かったという印象を持っています。金沢の街は大

きな災害にあっていない、もちろんテロなどもなく海外の方からみれば安全な場所だとい

うのがひとつ。日銀による金融緩和により景気が良いタイミングで開業を迎えていること。

ただ、なにより新幹線の駅は多くありますが金沢市民の皆さんが長い時間をかけて街づく

り・人づくりに取り組んできたからこそ、これだけのお客様・賑わいがあると思います。

新幹線は手段のひとつであって、愚直に目の前の街づくり・人づくりに行政はもちろんで

すが一人ひとりがこれからも頑張っていくことが大事だと認識しています。ホテルの稼働

率も依然として高い水準で、宿泊施設も大幅に増えておりまして東京オリンピックまでに

１８のホテルが開業予定ということです。ホテル・旅館・簡易宿所の３つの区分がありま

すが、急速に簡易宿所が増えている状況です。外国人の中で伸び率が一番多いのがイタリ

アです。年間入込客数が１千万人を超えてきています。金沢２１世紀美術館、兼六園、金

沢城公園を中心に入場者が増えています。金沢２１世紀美術館は東京の新国立美術館に次
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いで来館者が多いという状況です。支社・支店については、新幹線開業に伴い東京へ引き

あげるのではないかという話もありましたが、引きあげた所はほとんどないということで

す。

オリンピックに先だち、当面注目しているのは２年後のラグビーワールドカップです。

これは海外の富裕層が日本国内を回遊する。１試合が終わると次の試合まで１週間あいた

りするので、自国を応援する場合はその間どこかへ行く可能性が高いので、ワールドカッ

プは金沢開催ではないのですが、この期間に多くの富裕層にお越しいただけるのではない

か。

新幹線は平成３４年に敦賀まで延伸しますが、その５年後に名古屋－東京間のリニア中

央新幹線が開通します。ちょうど１０年後には名古屋と品川がおよそ４０分で結ばれます。

現在は東京から京都へ行く際には新幹線１本ですが、将来は名古屋でリニアから乗り換え

て京都へ行くということになります。東京から乗り換えなしの新幹線１本で来られる金沢

の方が旅をするのに楽だという考えもあるかもしれません。ご清聴いただきまして有難う

ございました。

１０．質疑応答 １１．謝辞・謝礼 点 鐘
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トロント国際大会（2018／6／23～6／27）参加申込みのご案内

参加申込みを希望される方はクラブでお取りまとめの上、別紙「登録およびチケット申

込書式」にご記入いただき、12月8日（金）必着にてガバナー事務所までメールにてお申込

みいただき、登録料についてもクラブでお取りまとめの上、下記口座にお振込みをお願い

いたします。

なお、トロント国際大会への旅行プランについては参加者宛に別途ご案内させて頂きます。

また、既に個人で登録及び旅行の手配をされた方はお手数ですがその旨ガバナー事務所

にご連絡をお願いいたします。地区内参加者把握のためご協力をお願いいたします。

* 申込者が確定しましたら、参加者をお知らせいたします。

＜大会参加の登録料＞ ２０１７年１２月１５日まで（早期申込） ＄３４５

※12月のロータリー為替レートで円建てにてお振込みをお願いいたします。

※１２月１６日以降は登録料が下記のようになります。

２０１７年１２月１６日～２０１８年３月３１日 ＄４２０

２０１８年４月１日以降 ＄４９５

＜お問い合わせ・参加申込書 送付先＞国際ロータリー第2610地区 2017－2018年度ガバ

ナー事務所TEL：０７６１－７５－７８０５ FAX：０７６１－７５－７８１０

E-mail：shimoguchi17-18@rotary2610.net

申込締切日：2017年12月9日（金）必着

＜お振込先＞ 北國銀行 大聖寺支店 普通 No,１０５８６

２０１７－１８ガバナー事務所 財務 吉田貴 （2017－18ガバナージムシ

ョ ザイム ヨシダタカシ） お振込み期日：2017年12月9日（金）必着

ハイライトよねやま

会報委員会からマイクロソフトワードと一太郎と花子フォトレタッチについて

両方とも日常よく使われるワープロですが、特

徴も欠点もあります。百万石RCの会報編集はもっ

ぱらこの一太郎と花子フォトレタッチのコンビで

行っています。wardは英文には訂正機能ももあり、

良いのですが、画像の挿入が不便です。その点は

一太郎は大変便利です。日本でいち早く出たジャストシステムの一太郎は本当に貴重なソ
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フトですね。ジャストシステムには他にホームページビルダーやPDFファイル作成、編集機

能もあり、花子フォトレタッチは写真の操作には抜群です。

石丸幹夫

２０１７年 年忘れ例会の開催について

クラブ管理運営委員長 井 口 千 夏

クラブ管理運営副委員長 東海林 也令子 親睦委員長 井 上 正 雄

恒例の『オークション』や『ビンゴゲーム』を企画しております。また、お子様向けのク

リスマスらしい『お楽しみ』もあり、ご家族・ご友人などお誘い合わせの上、ご出席いた

だきますようご案内申し上げます。

１．日 時 １２月２１日（木） １９：００開会（～２１：３０頃）

２．場 所 ホテル日航金沢３Ｆ ｢孔雀の間｣

３．会 費 (1)会 員 ６，０００円

(2)ご同伴者（成人） ９，０００円

(3)お子様（大人料理）６，０００円

(4)お子様（子供料理）４，０００円

４．その他 (1)オークションに出品される方は、品物に出品票（別紙）を添えて当日お

持ち下さい。なお時間の都合上、お一人一品限りの出品とさせて頂きます。

越中八尾ロータリークラブ様の冬季例会会場変更

〒939-2305富山県富山市八尾町井田新1495-2 吉田屋 ℡ 076-455-2554

＝＝＝＝＝＝＝会員随筆＝＝＝＝＝＝＝

パストガバナーからの手紙 326回2017.11.30 炭谷 亮一

「インフレ率２億３１００万％」

アフリカ南部ジンバブエの超インフレは、この世のすさまじい現象の１つと言える。

２００８年６月のインフレ率が年２２０万％を記録したと思ったら、翌月には２億３１０

０万％まで急加速して世界最悪インフレを更新した。

当時のムカベ大統領は、労働者の賃上げや選挙用費用捻出のために通貨を発行。また農地

を強制収用して主要産業である農業生産をガタ落ちさせてしまった。生産が減ったところ

に大量の通過が殺到したので価格が急騰した。

政府は、インフレ高進に合わせて次々と高額紙幣を発行し、最後はゼロが１３けたもある

１０兆ジンバブエドル紙幣を発行したが、それがすぐに鼻紙に使われるありさまであった。

ジンバブエドルの信用と価値は完全に地に落ちた。だがこの超超インフレが、その後１年

で嘘の様に消えてしまった。２０１０年１月インフレ率はたった９．６％となった。おそ

らくＩＭＦの進言によるある魔法を使ったのだろう。ひと言で言えば自国通貨ジンバブエ

ドルを葬り去ることだった。大変な超インフレ下では、人々は給料をもらってもすぐ紙切

れになってしまうので、人々はお金を受け取るとすぐに生活必需品などの物に換える為に、

物資の不足を招いて、ますますインフレを加速させる。この悪循環を断ち切る為にジンバ

ブエ政府は、自国通貨の代わりに、米ドルや南アフリカランドなど価値の安定した外国通

貨の流通を認め、２００９年１月には兵士や公務員の給与を米ドルで払いはじめた。



- 7 -

米ドルは一定価値がある為に、あわてて物を買いに走らなくても、店は同じ値段で商品を

売ってくれる。結果通貨への信用は回復しインフレ的行動は収まった。

だが、おかげで、経済は破滅状態となった。２００９年１月３０日国連の発表ではジンバ

ブエの失業率は９４％に達した。

２００８年７月

インフレ率２億３１００万％ ⇒ ２０１０年１月９．６％今ハイパーインフレ国は

１６００％のインフレ国ベネズエラです。前大統領チャベスの失政もありましたが、今の

窮状を救えるのはＩＭＦだけでしょう。

社会ダーウイニズムと功利主義 ＮＯ.１１ １１．30

村田祐一

先日はパイロットウオークに沢山の方々が参加されましたね。( ^)o(^ )

社会ダーウイニズムとはヒトラーが政権を取る70年以上も前に出版された，ダーウィンの

種の起源。強いものが生き残り，弱いものが消えていくという「自然界の摂理」を説いた

ものです。「これを人間にも当てはめ，劣等な人間は淘汰される」としたのが社会ダーウ

ィニズムです。社会ダーウイニズムは，優秀な遺伝的素質を持つ人間だけを残していこう

とする「優生学」と結びつき，世界中に広がります。20世紀ドイツで優生学の研究を進め

たのは精神医学会のトップだったエルンスト・リューディンです。この考えに眼をつけて

ナチスは民族浄化作戦を実行する。ナチスとその時代は狂気の時代の出来事と済まされて

いるが、我々の心のどこかに社会ダーウイニズム＝功利主義が潜んではいないでしょう

か？エマ・ベリー．看護師になって12年目，31歳になったときにベルリンで緊急業務命令

を受けた。その際こんな説明を受けたという。「治療不可能な精神病患者が国や国民家族

の負担になっているため，法律がつくられた。いわゆる安楽死計画によって精神病患者に

恵みの死を施し，命を終えてもらうことになった。我々はそのために選ばれ，法律及び計

画を実現させる義務があるのだ」供述の最後にエマはこう述べている。私は生涯悪いこと

を一度もしたことがない。私は常に勤勉で，特に患者に対してとても良心的だったので，

患者にも人気があり，上司の評価もよかった。そのような法律が本当にあると私は信じた

のです。

２０１０年ドイツの精神医学会は当時関わった医師たちの誤った意識 について、正式に謝

罪しました。

相模原障碍者集団殺人事件以来、「社会ダーウイニズム」の復活？この殺人事件を正当

化する意見がかなりあるように思います。さらに事件後最寄りの警察署に犯人を擁護し面

会、差し入れを求める電話がかなりあったという。

さて、功利主義とは、大澤真幸氏によると、例えば、私たちはできるだけ多くの人ができ

るだけたくさん幸福であることがよい、と考えている。言い換えれば、不幸や不快ができ
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るだけ少なく、小さくなることがよい、と。これには、ほとんどの人が賛同するだろう。

このアイデアを、倫理学的な原理にまで高めたものを、功利主義と言う。功利主義に基づ

くと、他人に多くの快楽や幸福をもたらす人の生は重んじられ、逆に、他人に苦労を要求

せざるを得ない弱者の生は軽いものになってしまう。

功利主義の最右翼のお二人、石原慎太郎氏が『やまゆり園事件犯の気持ちがわかる』と発

言。最近は自身の老いに戸惑い、救いを求めているとの話もあるとか。「高齢者は『適当

な時に死ぬ義務』がある」と主張する曽野綾子氏は夫、三浦朱門の痴ほう症を前にして戸

惑っているとも。

終わりに１９４１年夏 聖ランベルネ教会の司教の説教を紹介します。

「貧しい人 病人 非生産的な人いて当りまえだ。私たちは他者から生産的であると認め

られた時だけ生きる権利があるというのか？非生産的な市民を殺してもいいという原則が

でき、実行されるならば我々が老いて弱ったとき我々は殺されるだろう。非生産的市民を

殺してよいとするなら、いま弱者として標的にされている精神病者だけでなく非生産的な

人、病人、傷病兵、仕事で体が不自由になった人すべて、老いて弱った時の私たち全てを

殺すことが許されるだろう」

との言葉を十分に噛みしめていくことが大切だと思うこの頃です。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2017-18地区大会について 10.28 29 報告 保存ファイル

下口幸雄

ガバナー

折橋健次 実行委員長
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出席者： 炭谷 亮一 上杉 輝子 大路 孝之 岩倉 舟伊智 魏 賢任

助田 忠弘 谷 伊津子 西村 邦雄 藤間 勘菊 水野 陽子 宮永 満祐美

武藤 清秀 村上 咏実子 矢来 正和 若狭 豊 李 紅艶

クラブ創立第20周年回実行委員会 2018年4月21日にクラブ創立第20周年記念祝賀会

事 前 準 備 チケットと講演会の人数管理 大路孝之 会員全員

他クラブへの招待 大路孝之 藤間、岩倉、石丸、金、炭谷、村田、宮永

登録人数管理 出席者 懇親会役割 大路孝之 衣川

寄附の手配 大路孝之

看板、CD、国旗の手配 講演会式典会場の準備 大路孝之 北山 衣川

日航 大路孝之 衣川

映像制作 当日の撮影 大路孝之 井上 石丸 村田

印刷物 （パンフ・チケット） 大路孝之 矢来 井上 西村

お土産 弁当 当日の食事のメニュー決め 大路孝之 水野 藤間 杵屋

当 日 講演会・式典 舞台裏進行監督 北山吉明 衣川

式典司会 井口 上田

講演会・式典受付 東海林也令子 水野 布施 上田 助田 井上

（式典が始まったら日航へ〉 矢来 谷 土田 江守道子

会場内 誘導 若狭豊 ′ 武藤

VIP対応 櫻井氏 野村 浦田

VIP対応 知事 市長 魏賢任 杵屋 東海林

VIP対応 楽屋お茶 布施美枝子 木下 村上

音楽堂への誘導 魏賢任 杵屋 木下 村上 高田・ 江守巧 永原

懇親会 進行監督 武藤清秀

懇親会受付 布施美枝子 東海林 水野 土田

出演者対応 江守道子会場誘導 森 助田 井上 矢来 谷

懇親会 司会 小浦勇一 辰巳
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冬を迎える 白山

2017～ 18 役員・理事・委員会

(役員）会長：上杉輝子 ｴﾚｸﾄ：武藤清秀 副会長：藤間勘菊 副会長：北山吉明 幹事：大路孝之

副幹事：井上正雄 会計：西村邦雄 SAA会場監督：表靖子 直前会長：若狭豊

（理事）クラブ管理運営委員長井口千夏 奉仕プロジェクト委員長井上正雄 会員組織委員長 魏賢任

広報委員長矢来正和 20周年実行委員長宮永満祐美 常任理事： 石丸幹夫 吉田昭生

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： 井口千夏 副： 東海林也令子

親睦：◎井上正雄 大沼俊昭 北山吉明衣川昭浩木下眞知子 相良光貞柴田未来助田忠弘竹田敬一郎 道端勝太

武藤清秀 村上咏実子 森眞一郎 山崎正美 例会：（プログラム/出席）◎東海林也令子 井口千夏 上田喜之

衣川昭浩 若狭豊 SAA ◎表靖子 上田喜之 衣川昭浩 木下眞知子 布施美枝子 村上咏実子

ニコニコ ◎布施美枝子 小浦勇一 村上咏実子 矢来正和 友好・クラブ細則 ・細則 CLP検討 ◎江守 巧

炭谷亮一 後出博敏

・富山西 R Cとの交流◎岩倉舟伊智 谷伊津子 藤間勘菊 水野陽子 ・金沢北 R Cとの交流 ◎藤間勘菊

杵屋喜三以満 金沂秀 ・その他友好クラブ ◎石丸幹夫 魏 賢任 藤間勘菊 宮永満祐美 村田祐一

直前委員長: 東海林也令子

奉仕プロジェクト委員長： 井上 正雄 副： 衣川 昭浩

職業奉仕 ◎村田祐一 永原源八郎 水野陽子 宮永満祐美 社会奉仕（新世代・青少年含む） ◎永原源八郎

浦田哲郎 杵屋喜三以満 辰巳クミ 谷伊津子 野村礼子 水野陽子 国際奉仕 ・世界社会奉仕(Ｒ財団)◎炭谷亮一
井上正雄 岩倉舟伊智 金 沂秀 柴田未来 西村邦雄 ・書損じはがきｷｬﾝﾍﾟｰﾝ◎江守道子 大沼俊昭 相良光貞

竹田敬一郎 野城勲 後出博敏 山崎正美 ・米山奨学会◎藤間勘菊 表靖子 土田初子

青少年奉仕（国際青少年交換 日韓など） ◎井上正雄 江守巧 魏賢任 金沂秀 道端勝太 宮永満祐美 吉田昭生

＊直前委員長:川きみよ
会員組織委員長： 魏 賢任 副： 金 沂秀 会員増強：◎金沂秀 井口千夏 表靖子 北山吉明

高田重男 道端勝太 修練（ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ）◎北山吉明 石丸幹夫 魏 賢任 西村邦雄 藤間勘菊 宮永満祐美 村田祐一

吉田昭生 若狭豊 直前委員長 金沂秀

広報委員会委員長： 矢来正和 副：上田喜之

広報:◎上田喜之 助田忠弘 西村邦雄 ロータリー情報： ◎ 矢来正和 表靖子 土田初子

会報・ホームページ： ◎石丸幹夫 上田喜之 江守道子 野城勲 野村礼子 直前委員長 矢来正和

【２０周年実行委員会】会長 上杉輝子 実行委員長（理事） 宮永満祐美

顧問(相談役) 炭谷亮一 石丸幹夫 岩倉舟伊智 北山吉明 会 計 西村邦雄 委 員 金 沂秀 村田祐一

藤間勘菊 魏 賢任 井口千夏 東海林也令子 布施美枝子 井上正雄 上田喜之 衣川昭浩

事務局長 大路孝之

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 藤間 宮永

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（地区委員）①地区研修リーダー 諮問委員会委員 国際奉仕部門カウンセラー炭谷 亮一②会員拡大増強委員会委員 魏賢任

③Ｒ米山記念奨学会委員会委員 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
10/26 中嶋智孝氏卓話

【実行委員会】

10/28.29 地区大会：加賀市

11/2 振替休会

11/9 オープンロータリー例会：Ｈ日航

11/16 金沢市副市長 細田大造氏卓話

【理事役員会】

11/23 休会

11/30 親睦例会：片町ジムホール

12.21 年忘れ例会
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