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2018年3月のロータリーレートは１ドル＝108円 創立20周年記念祝典 2018年4月21日(土）

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

《 食 事 》

クラブ創立20周年記念事業に向かって 宮永満祐美実行委員長

☆創立２０周年

事業に関する全

体会議 例会開

始前

宮永実行委員長

の資料説明に基づき、当日

の行動確認、担当責任者、

準備事項等に関する話し合

いが行われた。

点 鐘

１．国 歌 『 君が代 』

１．ロータリーソング

『 手に手つないで 』

３．四つのテスト

２．上杉輝子会長挨拶

５．ゲスト・ビジターのご紹介

(1)ゲスト 木村千裕（きむら ちひろ）様

(2)ビジター なし

６． 新入会員入会式

例会便り
第 910 回

2018.4.5（木）19:00
例会出席率 30/50 60.0 ％

表靖子 SAA

ようこそロータリーへ お帰りなさい

大平 政樹（おおひら まさき）会員

先日はお話もさせていただい

て有難うございます。少し忙

しさも一段落して時間のゆと

りもできましたので再入会と

なりました。それと僕の尊敬

する村田先生が禁煙で頑張っておられま

すので、少しサポートできればと思って

おります。よろしくお願いします。

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0905 2018.４.12

．



- 2 -

７． 今月の誕生者の紹介

５日 高田重男（たかた しげお）会員

２７日 後出博敏（のちで ひろとし）会員

〔１２月～４月までに入会の会員の誕生日紹介〕

9/18 仲島 康雲（なかしま こううん）会員

2/19 柿木 健雄（かきのき たけお）会員

1/3 北村 信一（きたむら しんいち）会員

1/27 大平 政樹（おおひら まさき）会員

８． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕大路孝之幹事

①本日の例会終了後、素囃子練習会を行いま

す。

②来週予定していました理事役員会は翌月に持

越しとなりました。

③既に事務局より案内文書を送付済ですが、4/

20（金）南光州ＲＣより１６名の皆様をお迎えし歓迎懇

親会を開催します。ご出欠について回覧用紙にご記入お

願いします。

〔委員会報告〕

石丸幹夫会員：金沢百万石RCを立ち上げた時の簡単な話

ですが、金沢百万石ロータリークラブという名前はどこ

からきたのかということです。何がいいかなぁと皆さん

で色々考えていたところ、私の家内が「金沢百万石と言

った」ということです。当時、谷本知事さんも「こんな

名前がまだ残っていたとは」と言われました。金沢より

もスケールが大きい良い名前だと思いました。

９． ニコニコＢＯＸ紹介 \8,000- 本年度\437,000- 残高\5,347,010-

大平政樹会員：今日から再び仲間に加えさせていただくことになりました。よろしくお

願いします。

上杉輝子会長：いよいよ２０周年の月を迎えました。四月二十一は何卒御協力宜しくお

願い申し上げます。

大路孝之幹事：４月２１日が、いよいよ迫ってまいりました。２０周

年の成功に向けてがんばりましょう。そして杵屋先生、素囃子のご指

導よろしくお願いします。

永原源八郎会員：私の内孫が名古屋大学と三重大学医学部に入学しました。

点鐘

南光州ＲＣ歓迎懇親会の開催について

日頃はクラブ運営にご協力いただき、ありがとうございます。

さて、４月２１日に開催いたします「クラブ２０周年式典」にご参加いた

だく韓国・南光州ＲＣの１６名の皆様をお迎えし、下記のとおり歓迎懇親

会を開催いたします。

式典前日で御多忙とは思いますが多数のご参加をお願いいたします。

日 時 ４月２０日（金）１８：００～

場 所 焼き鳥「秋吉 高柳店」金沢市高柳町一字88-1 TEL251-5103

会 費 ３千円の予定（当日お持ちください）※ご出欠を４月１２日

（木）までにFAX（262-2241）又はメールにて事務局までお知らせ下さいま

すようお願いいたします。
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富山西ＲＣ・金沢百万石ＲＣ合同例会と懇親会開催のご案内

富山西ロータリークラブ 会 長 柞山 学

拝啓 春暖の候、皆様にはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

このたび、富山西ＲＣと金沢百万石ＲＣとの友好交流を図るべく、夜間例会と懇親会を合

同で下記のとおり開催いたします。今回は、昨年8月にオープンした富山県美術館を見学し、

「フレンチの鉄人」坂井シェフ監修フレンチの名店ラ・シャンスにて懇親会を開催いたし

ます。ご多用の折とは存じますが、多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます。

なお、準備の都合上、誠に勝手ながら出欠のご回答を5月10日(木)までに事務局宛に

ご連絡くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

日 時 ： 2018年5月31日（木）16：30 富山県美術館 正面玄関に集合

※約1時間半、案内付で見学（屋上含む）

18：30～ 合同例会・懇親会

場 所 ： 富山県美術館（富山市木場町3-20 TEL 076-431-2711）

キュイジーヌフランセーズ ラ・シャンス

（富山市木場町16-1 ／ TEL 076-445-1200）

会 費 ： ７，０００円

※事前に金沢百万石ＲＣ事務局までお支払をお願いします。。

なお、会費は１万円ですが例会費３千円はクラブ負担となります。

その他 ： 参加方法について、現在のところ貸切バス等手配の予定はありません。

２０１８年5月31日（木）開催 返信先：金沢百万石ＲＣ事務局（ＦＡＸ：262-2241）

富山県美術館（富山市木場町3-20 TEL 076-431-2711）※駐車場有
ｷｭｲｼﾞｰﾇﾌﾗﾝｾｰｽﾞ ラ・シャンス（富山市木場町16-1 TEL 076-445-1200）※
駐車場確認中
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野々市市文化会館フォルテ 大ホール

2018.4.28（土）14：～15:

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
3/29 休会
4/5・12・19 19 時～
例会「２０周年全体会議」

20時～ 素囃子練習会
於：ホテル日航金沢５Ｆ


