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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

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 木村 千裕（きむら ちひろ）様

(2)ビジター

石川第一分区Bガバナー補佐 西野裕一（にしの ゆういち）様

ガバナー補佐の任も無事3/4を終えたところですが、任期中各クラブを４回訪

問しなさいというルールがあります。今回が第３回目の訪問となり、全うする

とすれば６月にもう一度最終訪問をするの形となります。

上杉会長からは、年度当初ロータリー財団・米山奨学会への寄付、会員増強な

どの事業の目標をお聞きしていますが、その途中経過をお聞きすることが今回

訪問の目的です。会員数は４７名でスタートされて５０名の目標を達成されたということ

です。寄付についても目標額に近い形ですが、あとはポリオの寄付とできれば米山記念奨

学会への特別寄付をやっていただければ何の問題もない内容となっています。残り３ケ月

ロータリー活動に勤しんでいただきたいことと財団寄付がありましたらよろしくお願いい

たします。

５． 皆出席顕彰

２か年 上杉 輝子（うえすぎ てるこ）会員

６． 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、素囃子練習会を行います。

②来週の例会は本番直前の「２０周年全体会議」となりますので可能な方はご

出席をお願いします。また例会終了後、素囃子練習会を行います。

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。

例会便り
第 911 回

2018.4.12（木）19:00
例会出席率 31/50 62 ％

表靖子 SAA

Kanazawa Hyakumangoku
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７． ニコニコＢＯＸ 紹介 \7,000- 本年度\444,000- 残高\5,354,010-

西野裕一ガバナー補佐：本日はガバナー補佐訪問という責務を負って参りました。本日は

宜しくお願い致します。

上杉輝子会長：ガバナー補佐西野様 ようこそいらっしやいませ。２１日の周年がいよい

よ近づきました。皆様宜しくお願い致します。

大路孝之幹事：西野ガバナー補佐ようこそ。２０周年近づいてきました。血からを合わせ

てがんばりましょう。

８． 創立２０周年事業に関する全体会議

宮永実行委員長の資料説明の後、 当

日の行動確認、担当責任者、準備事項

等に関して担当グループごとに話し合

いが行われた。

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）１７：３０に変更

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。

南光州ＲＣの小松空港での出迎え・お見送りもよろしく

２０周年式典にご参加いただく韓国・南光州ロータリークラブの１６名の皆様が

その前日に石川県入りなさいます。

4/20（金）もしくは4/22（日）小松空港での出迎え・お見送りをよろしくお願いい

たします。下記について金会員からのご案内です。

２０日(金)小松着１０時５０分出迎え１１時まで

２２日（日）１０時４５分発 見送り９時４５分

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）
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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

今月の“ハイライトよねやま”

「第3代よねやま親善大使」には36人の学友・奨学生から応募があり、広報委員会、常務理

事会にて厳正なる選考の結果、下記3人の方に決定しました。任期は2018年7月から2年間で、

日本全国でロータリー米山記念奨学事業をＰＲします。地区行事でのスピーカーとしてぜ

ひお声掛けください。

親善大使に関するご連絡は当会事務局広報担当まで。

◆エンフボルド, ボロルトヤ

（モンゴル/2010-12/米沢ＲＣ）モンゴル米山学友会創立理事。2016-17年度第3450地区

ツェツェーグンRAC会長をつとめ、会長賞を受賞。在モンゴル日本国大使館勤務を経て再び

来日し、現在はＡＩ関連企業に勤務している。

◆アブデルアール, アハメド（エジプト/2013-15/大東中央ＲＣ）早稲田大学大学院博士課

程在籍中。また、国際理解支援協会講師として、日本の子供たちへの異文化教育にも尽力。

エジプト・アラブ文化を広めるイベントを企画するなど人集めに長けたアイデアマン。

◆李 英 愛（イヨンエ）（韓国/2002-05/札幌幌南ＲＣ）北海学園大学非常勤講師。第251

0地区と韓国第3700地区との通訳を10年間務め、日韓クラブの橋渡し役も多い。札幌ライラ

ックロータリー衛星クラブ創立会員で、今年度幹事。第2510地区米山委員。

※そのほかの記事は、ぜひPDF版をご覧ください。

→ http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/highlight217_pdf.pdf

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
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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


