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A Special Thank
.you to...

難病の子どもの夢をかなえる
メイク．ア．ウイッシュオブ
ジャパンにご支援いただきあ
りがとうございます。 2004.
12.24
make A wish of Japan

理事長 八木昌実

地区誌ができました。2610

各会員に配布する予定です。
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点 鐘
手ロータリーソング 『

』に手つないで
四つのテスト
会長 挨拶
炭谷亮一会長所用で

なし特別ゲスト紹介
金沢東ヴィジター紹介

ＲＣ 松本 洋武（ひろ
たけ） 会員

《 食 事 》
幹 事 報 告 ・ 委 員 会 報 告

ニコニコＢＯＸ
6,246 388,246￥ 本年度合計 ￥

4,444,618-残高 ￥
新年合同例会ご金沢東ＲＣ 松本洋武（ひろたけ）会員

担当有り難うございました。小生は、約１５年間、たばこ

をお休みしています。 ８ＲＣ新年合同例有志数名より

会の終了後、１Ｆ喫茶でコーヒーを飲みました。そのおつ

りとしてニコボックスします。

司会 木村幸生会員講話の時間 クラブフォーラム
二木次期会長から ＊ の説明があり、希望の委次年度委員会につて

員会がない場合は会長で決定す
る事になった。

＊フリートーク
企画委員会は何故副委員長が

主としてやることになったのか
のいきさつ。しかし今回は木村
幸生委員長に頑張って欲しい。
欠席が多いのに食事の無駄が多
い事のホテルとの協議事項について。クラブのバス旅行などのアイデア。

点 鐘
１月定例 理事・役員会議事録 （木）場所：ホテル日航2004.1/27

理事：炭谷 二木 江守巧 水１．開会宣言 ２．理事・役員出席者
野 木村幸 西村６名 役員：吉田昭 江守道 木場 石丸 谷 東海林６

名

３．議事録作成者 指名 事務局 相川
４．前回議事録の承認 会長が署名
５．幹事報告、審議協議、各委員会報告 依頼 確認事項
① 炭谷会長より計画案 クラブ奉仕としてネパネパール援助について

ールの子供達に年間１０万円程度の援助を継続して行いたい （３年毎に更新。

・見直しをする ）現在通学費用は、年間１人／ 円かかるそうで、２０人。 5000
に援助が出来ることになる。援助する小学校については、現地を観て決めてき

たい。 実際にネパール協会が１０万円をトイレ建設の目的で寄附されたが、有効に使用されたかは、疑問が残っている。ソバ

ナさんの居る前で寄附し現地でソバナさんの家族に終始見て頂けるようなところを選定すべき。 もしくは、日本に於いてのネ

パールの人達の活動に援助するなど目に見えた寄附をしたらどうか。以上をふまえ、現地へ行ってネパール旅行参加の方達と一

緒に判断してくる。

② て休会制度につい

今年度下期地区分担金 １人 円、ＲＩ人頭分担金 １人 円。 最近の地区会議は、全員登録が多くなってきている6,300 2,193
例えば、新年例会 １人 円、 周年を祝う会 １人 円など。 その年により、地区大会も全員登録になることが6310 100 5000

ある。 年間最低 ３－４万の負担がかかるが・・・・ 百万石ＲＣ独自のアイデアで会員繋ぎとめを

その他③

● 上期の半期決算報告をしてほしい。 次回 池田会計にお願いする。● 新入会員歓迎会の開催 ● 新入会員のオリエンテ

ーション・・・修練選考委員会、● 拡大増強委員会の開催 ２／１７を予定 ★ 次回 理事・役員会の開催 （木）2/10

その他予定 例会
ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 理事会1/27 韓国語講座休み

韓国語講座（齋木会員宅にて）2/3 休会
小嶋芳孝様 県埋蔵文化センター 理事・役員会2/10

韓国語講座2/17 大野様 北國銀行調査広報課
（水） １００周年を祝う会2/23
振替の為休会2/24

回318
ホテル日航 Ｆ3

％出席 17/41 41.46
76.42８月修正出席率

2005.1.27

ﾒｲｸ・ｱｳｲｯｼｭの感謝状を発表


