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2017年9月のロータリーレートは１ドル＝109円

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

平成三十年 元旦
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点 鐘

１．開会挨拶：上杉輝子会長

今年最後の例会を迎えます。たくさんのゲス

ト・ご家族の皆様いらしてくださいまして誠

に有難うございます。日頃は金沢百万石ＲＣ

にご協力・ご支援いただきまして有難うござ

います。おおいにお楽しみいただきたいと思

います。

２．ゲストの御紹介 計２３名

〔子ども夢フォーラム〕 代表 高木眞理子様

〔米山奨学生〕 李紅艶さん

〔石丸会員ご家族〕 恭子様 正様 ひとみ様 志穂さん

〔魏会員ご家族〕 旭良さん

〔東海林会員ご家族〕勝様 久美子様 千寛さん 誠尋さん 紘伊さん

〔炭谷会員ご家族・ご友人〕幸子様 半沢栄里様 征汰郎さん マイケルさん

〔土田会員ご家族〕忠正様 千佳子様

〔武藤会員ご家族〕神川花見様 武藤木実様

〔村田会員ご家族〕順子様 慶子様 季穂さん

３． 寄付金の贈呈

〔子ども夢フォーラム〕代表 高木眞理子様 いつもありがと

うございます。また頑張ります。

〔金沢パイロットクラブ〕 会長代理

金沂秀会員 いつもありがとうございま

す。一生懸命やります。

４．米山奨学生へ奨学金の支給：李紅艶さん

皆さんこんばんは。これからも頑張ります。有難うございます。

例会便り
第 899 回

2017.12.21（木）
年忘れ例会

ホテル日航 3F
表靖子 SAA 例会出席 25/47 53.19 ％

11 月の平均出席率 57.91 ％
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５．幹事報告：大路孝之幹事

①本日は今年最後の例会です。新年最初の例会は「金沢８RC合同例会」

です。1/11（木）18：30～ホテル日航４Ｆですので、お間違いのないよ

うにお願いします。

②ホテル日航金沢様より、お歳暮としてギフト券、それから本日のため

に紅白ワインとペアランチ券を頂戴しました。この後予定しているビン

ゴゲーム等の景品とさせていただきます。

６． ニコニコＢＯＸ紹介 \24,000- 本年度\325,000- 残高\5,258,811-

上杉輝子会長：今年度最後の例会を迎え会員の皆様、御家族の皆様、本当にお

世話になりありがとうございます。今夜はどうぞごゆっくりお楽しみ下さい。

大路孝之幹事：早、一年も終わりですね。皆さん良いお年をお迎え下さい。楽

しい「年忘れ例会」楽しみにしています。

井口千夏会員：メリークリスマス、年忘れ例会楽しみましょう。皆様良い年を

お迎えください。

東海林也令子会員：今年一年お世話になりました。今日は皆さまご一緒に楽しく過ごしま

しょう。二男が白山市に新しく「しょうじ行政書士事務所」を移転しました。よろしくお

願い致します。

炭谷亮一会員：皆様お久ぶりです。今夜は楽しみましょう。

土田初子会員：お久しぶりです。皆さんのお元気なお顔をみれてうれしいです。来年もよ

ろしくお願いします。

宮永満祐美会員：皆さま一年間ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたしま

武藤清秀会員：皆さん今晩は。今年一年有難うございました。本日も楽しく過ごしましょ

う。

吉田昭生会員：新しい年には二十周年の記念行事が行われます。会員の協力で成就致しま

しょう。

７．乾杯挨拶：井上正雄親睦委員長

本日は寒い中・お忙しい中、大勢のゲストの方・ファミリーの方にお越しい

ただきまして誠に有難うございます。私も幸せにしてまた来ることができま

した。この幸せを皆さんと一緒に味わいたいと思い

ます。それでは百万石ロータリークラブの益々の繁

栄と皆様方のご健勝を祈念いたしまして乾杯！

サンタ登場、お子様へお菓子のプレゼント－

８．ビンゴゲーム 助田会員・若狭会員・井口会員・東海林会員

９．オークション 金会員・井上会員

・衣川会員・武藤会員・矢来会員

今年のオークションの売り上げ

￥128,010 は20周年事業の資金にさせ

ていただきます。／宮永実行委員長より
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１０．閉会挨拶：武藤会長エレクト

本日はお楽しみいただけましたでしょ

うか。本当にこの一年皆さんお疲れ様

でした。来年も和やかにまた健やかに

良い年になるよう祈念いたしまして三

本締めで本年を締めくくりたいと思い

ます。

１１．ロータリーソング 「手に手つないで」

点 鐘

金沢百万石ＲＣの皆さま

２０１８年

新年明けましておめでとうございます！今年もよろしくお願いいたします。

幸せの青い鳥？！ カワセミの写真を添付します。
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今年が皆様にとって良い年でありますように！！ 村田祐一

国際ロータリー第2840地区 高崎RCの変更事項 お知らせ

例会場名称 ホテルグランビュー高崎 （旧 高崎ビューホテル）

事務局 群馬県高崎市柳川町７０ ホテルグランビュー高崎 内（旧 高崎ビューホテル）

2017-18年度 会長 関口 俊介 幹事 桂川 修一

40周年記念祝典について ２０１８年４月２１日(土)

【受付】14:00～ 石川県立音楽堂 邦楽ホール 金沢市昭和町20-1（TEL 076-

232-8111）

【記念講演会】14:30～16:00 石川県立音楽堂 邦楽ホール 講師 櫻井よしこ

氏「今、私たちに出来ることは何か」

【記念式典】16:30～17:30 石川県立音楽堂 邦楽ホール

【祝宴】17:50～20:00 ホテル日航金沢３階孔雀の間 金沢市本町2-15-1（TEL 076-234-1111）

【登録料】12,000円：記念講演会の入場料を含みます 2,000円：記念講演会のみの入場料

講演会のチケットについて、総数８００枚を販売予定。会員ひとりあたり最低１０枚・目

標２０枚くらいかなあと思います。チケットとお金を交換する形をとりたいと思います。

当日いらっしゃる方に売っていただくことが一番かなと思います。

◆次年度会長エレクトに 大路孝之 会員 が承認されました。

１２月７日（木）に開催されました年次総会において、次年度の理事・役員等が別紙の

通り承認されましたのでご報告いたします。 皆さん よろしくお願いいたします。

2018-19年度金沢百万石RC 理事・役員名簿

役 職 氏 名 備 考

役 会 長 武 藤 清 秀

会長エレクト 大 路 孝 之

副 会 長 江 守 道 子

幹 事 井 上 正 雄

員 副 幹 事 東海林 也令子

会 計 西 村 邦 雄

ＳＡＡ（会場監督） 助 田 忠 弘

直前会長 上 杉 輝 子

理 ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会委員長 布 施 美枝子

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会委員長 野 村 礼 子

会員組織委員会委員長 表 靖 子

事 広報委員会委員長 上 田 喜 之

常任理事 石 丸 幹 夫

吉 田 昭 生
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石丸幹夫先生

４月２１日百万石20周年

の時お会い出来ることを

楽しみと

しております。 宜しく

お願いします。

先生とご家族皆様，Rotar

y会員皆様のご健康とご幸

福をお祈りいたします。 （韓国南光州RC 朴天学）

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
12/7 年次総会 理事役員会

20 周年実行委員会
素囃子練習会

12/14 親睦例会：仁志川
12/21 年忘れ例会
12/28 休会
1/11 金沢 8RC 新年合同例会

18：30 ～ホテル日航 4F
1/18 浅見洋様卓話

【理事役員会】
1/25 卓話者未定


