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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周年記念号 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年度ガバナー

クラブのカラーを出そう

点鐘

上杉輝子会長挨拶:本日は有

難うございます。これから

も地域の奉仕を続けていき

ます。

藤舎真衣さんの横笛演奏

例会便り
第 913 回

2018.4.21（土）
創立 20周年記念式典

特別例会 16:30
県立音楽堂邦楽ホール

ホテル日航金沢 3F
例会出席率 ％

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0908 2018.４.26

．
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姉妹クラブの会長さん 谷本正憲知事

山野之義金沢市長 下口幸雄ガバナー 李今春 吉田昌司 橘倍夫 関口俊介

南光州RC会長 京都北東RC会長 東京世田谷 高崎RC会長

中央RCパスㇳ

記念事業目録贈呈 会長

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会会長 平嶋正美様

認定NPO法人 金沢アートグミ理事長 真鍋淳朗様

特定非営利活動法人カラ＝西アフリカ農村自立協会代表 村上一枝様

功労者表彰 石丸幹夫会員は

20年間のクラブ会報1-906号

とホームページをすべて継続

制作したことに謝意を表しま

す。 高岡銅器の金箔昇龍

を贈呈。

点 鐘

クラブ20年のスライド上映
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大路孝之幹事 山野之義市長 炭谷亮一パストガバナー

20周年副実行委員長 乾杯 お座敷太鼓 三茶屋街芸妓

金沢百万石RC会員による素囃子演奏

韓国南光州RCの皆さま

東京世田谷中央RCと韓国南光州RCの皆さま

手に手つないで

締めの御挨拶 吉田昭生パスㇳ会長
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全員集合

女性会員集合

ーーー二次会にてーーー

南光州RC朴天学前会長を表彰
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前夜：南光州RCの皆様と夕食会4.20

南光州RC会員来訪 小松空港にて 4.20

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

-----訃 報-----

2001～2002年度 国際ロータリー第2610地区ガバナー前山(まえやま) 正一(しょういち)様

（七尾ＲＣ名誉会員）が逝去されました。（享年88歳）ここに哀悼の意

を表し、謹んでお知らせ申し上げます。

日 時 ： お通夜 ４月２５日（水） 午後７時より

ご葬儀 ４月２６日（木） 午前10時より

場 所 ： フローリア美翔七尾

石川県七尾市小島町6－8－1 TEL 0767－53－8887

喪 主 ： 前山 英規（まえやま ひでのり）様（ご長男）

（前山PGは私と同期の金沢百万石RC立ち上げ時の地区分区代理（今のガ

バナー補佐）をされ、本当に親しくしていただいたのに残念です。石丸幹夫）

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

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

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

2018-19年度 理 事：

武藤 清秀（会 長） 大路 孝之（会長ｴﾚｸﾄ） 江守 道子（副会長）



- 7 -

井上 正雄（幹 事） 東海林也令子（副幹事）

西村 邦雄（会 計）

助田 忠弘（ＳＡＡ） 上杉 輝子（直前会長）

布施 美枝子（ｸﾗﾌﾞ管理運営委員長） 野村 礼

子（奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長）

表靖子（会員組織委員長） 上田喜之（広報委員長）

常任理事：石丸幹夫 吉田昭生 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：

炭谷亮一 岩倉舟伊智 敬称略

クラブ例会予定
4/21（土）クラブ創立 20 周年講演会

・式典・祝宴
県立音楽堂邦楽ホール
ホテル日航金沢

4/26 休会
5/3 休会
5/10（木）19 時～ ホテル日航金沢

卓話者：金沢工業大学教授
大砂雅子氏 テーマ：「金沢から“

カッコいい 女性“を発信する」

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
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