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－ 年度『ロータリーの友』表紙の写真募集 期日 年 月 日 事務局まで2006 07 2006 4 30

東京世田谷中央ロータリークラブ創立１０周年記念式典のご案内
金沢百万石ロータリークラブ会員 各位
東京世田谷中央ロータリークラブ 会 長 逸見 和子
創立１０周年実行委員 委員長 内池 望博

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別なるご芳情を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当クラブは１９９６年５月２０日の創立以来スポンサークラブである東京世田谷ロータリークラブのご指

導のもと、また皆様からのご支援により本年５月に満１０周年を迎えることとなりました。
つきましては、皆様に対する感謝の気持ちを込めましてささやかではございますが、下記の通り創立１０周年記念
式典を開催致す運びとなりました。ご多忙の折、誠に恐縮では御ございますが、万障お繰り合わせのうえご臨席賜
りますようご案内申し上げます。

尚、記念事業として「私の愛の職業奉仕」という映画を製作しておりますのでこの機会にご高覧頂ければ幸甚で
ございます。 敬具

受付開始 午後５時３０分日 時 ２００６年５月１６日（火）
式 典 午後６時００分～午後７時００分 祝 宴 午後７時００分～午後９時００分

２－１０－３場 所 キャピトル東急ホテル Ｂ２ 「紅真珠の間」 東京都千代田区永田町
℡ ０３（３５８１）４５１１

以上会 費 １５，０００円
＊出欠の返事を４月７日（金）までに百万石ＲＣ事務局までお願いします。

例 会 予 定
休会3/30

中川外司様 「八田與一を忍ぶ会」支援について4/6
～地域発展委員会より～4/13

理事役員会金沢ファッション産業振興会 八田様
～職業奉仕委員会よりⅠ～4/20

「 」祐専寺住職 大沼俊昭会員 浄土真宗とは何ぞや
～職業奉仕委員会よりⅡ～4/27
祐専寺住職 大沼俊昭会員 「質問に答える」
休会5/4

理事役員会5/11 吉田康志 様 ㈱エイム副社長
会場変更例会 於：如来寺5/18
斉木なおき様 カクテルの楽しみ方5/25
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地区及びクラブ行事予定
(土)第３回次期チームリーダー研修セミナー高岡４ 月 8

商工ビル

16(日)にほんの歌・ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ 百万石ＲＣ後援 音楽堂

邦楽ホール

22(土)平家物語の夕べ 百万石ＲＣ後援 県立能楽堂

23(日)金沢百万石ＲＣ創立９周年

23(日)地区協議会（ホスト：高岡西ＲＣ）高岡法科大学

28(金)～5/1（月）韓国第３７１０地区 地区大会

16（火）東京世田谷中央ＲＣ創立１０周年記念例５ 月

会（百万石ＲＣ姉妹クラブ）

11(日)～14(水) 2006国際大会 マルメ(スウェーデン)／

コペンハーゲン(デンマーク)
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点鐘
『 』ロータリーソング 手に手つないで

四つのテスト
ワールドクラシックベースボ会長挨拶：

ールは日本が優勝しました。しかし、百万
石クラブは苦しい時です、頑張っていいク
ラブにしたいです。

（卓話者） 地区ローターア特別ゲスト
クト 代表ノミニー 坂本 純平 様

（河北ローターアクトクラブ 会員）
金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二様 金沢みなとＲＣ 中島靖夫様ヴィジター紹介

《 食 事 》
幹事・・委員会報告

クラブ理事会に一般会員も出席で野城勲幹事：
きます。例会出席扱いとしたいとおもいます。

荒井地区ガバナーエレク江守巧会長エレクト：

。トのサンディエゴのお土産のバナーです
母親の死去にさいしての御礼江守道子会員：

ニコニコＢＯＸ
¥10,000 ¥463,500 ¥5,200,774本年度合計 残高

本日はお招き頂きまして有難うございます。とても、緊張しておりますがしかっり講師と河北ＲＡＣ坂本様

して務めさせて頂きます。宜しくお願い致します。 ローターアクト坂本君の卓話、たのしみに二木会長

しています。 坂本純平様をお迎えして。ローターアクト経験がありませんので勉強になると思石丸会員

江守巧・道子会員 炭います。 先日の母の葬儀に際して心温まるご芳志を頂き有難うございました。

東京で現役の連中とテニスの試合をしました。２勝１敗でした。まだまだ実力は残っています。谷会員

「ローターアクトについて」講話の時間
地区ローターアクト 代表ノミニー （河北ローターアクトクラブ 会員）坂本 純平 様

紹介者 二木会長 坂本君は週４回丸与の友禅商会から仕事できます。百万石クラブにはローターアクトクラブがありませ

んので、本日はいろいろ説明していただくつもりです。 年に河北ＲＣ１０周年の時に河北ローターアクトクラブができまし1983
た。そして３年前に会長を、今は地区のＲＡの代表エレクトです。

ローターアクトは ～ 才の年齢の人なら誰でも入会できます。私は 才の大学18 30 18
１年の時にこの存在をしりました。クラブ例会は年 回です。私は現在 才で 年経ち24 26 7
ます。 地区には のＲＡがあります（金沢は休会中 。ＲＡのおかげで今まで縁の無2610 15 ）
かった富山にもよく行くようになりました。海外にも行きました。マレーシアでホムステ
イもしました。これは富来ロータリーの病院の先生がペナンに透析器を贈ったためです。
河北ＲＣは 名います。 地区では 名です。土日をボーとしている若者が結構い15 2610 130
るんですが、ナカナカ会員は集まりません。ローターアクトについてはロータリーの友の
３月号をご覧下さい。 ：自営業の人は 才過ぎてロータリークラブに入質疑応答 30
る人もいる。自衛隊のあとイラクへいくか？会費は月 円、ＲＣの援助あり、親クラ2000
ブとの交流は年２回で地引網とか、津幡森林公園の草刈り 年忘れ例会などもある。ＲＡ
は楽しい事も苦しい時もある。只ＲＡに入って拍手する機会はよくあります。ＲＡに入っ

てよかった事はやはり同じＲＡに夫人となる人が現れた事。３０才で卒業時には皆泣いてくれる事。金沢百万石ロ
点鐘ータリークラブも 周年記念にローターアクトクラブを作ってください。10

（水）休 会 （水）観桜会 午後６時 金沢ニューグランド〈近隣RC３月４月の例会変更〉 金 沢ＲＣ 3/29 4/12
4/17 4/7ホテル （月）観桜会 午後６時３０分 金沢スカイホテル金沢東ＲＣ 金沢西ＲＣ

金沢南ＲＣ 金沢北ＲＣ（金）観桜例会 午後６時 和田屋 （火）観桜会 午後６時３０分4/11
（木）お花見夜間例会 午後６時３０分 松魚亭 （月）午後１２時３０分4/6 4/3香林坊ＲＣ

金沢エクセルホテル東急（ビジターメイクアップは可能） （月）観桜会 午後６時３０分 浅4/10
野川河畔河床 火 観桜例会 午後６時 かなや 木 休みなとＲＣ 百万石ＲＣ4/11 3/30（ ） （ ） 「

会」 （火）白山ＲＡＣとの合同例会 ～グランドホテル松任白山ＲＣ 3/28 18:30

ｰ(PETS)ホスト：高岡西ＲＣﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ高岡地区だより 3/19(日)会長ｴﾚｸﾄ研修ｾﾐﾅ
江守巧会長エレクト出席

県地場産業振興ｾﾝﾀｰ3/5(日)地区雑誌委員会・雑誌委員長会議
石丸幹夫会員出席 渡邊隆ロータリーの友委員会委員長「奉仕の心」を尋ねては乃木将軍の騎士道が日本をして道
徳水準の高い国家であることを世界に印象付けたのに、だんだん日本の姿が変わっていき、太平洋戦争になった。

回370
5Fホテル日航

2006.3.23
16/38 42.11%出席率

％2 月修正出席率 88.9%

渡邊隆ロータリーの友委員会委員長


