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誌 ・
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・ 高岡商工ビル 会議室で各クラブの委員長地区ロータリー情報広報雑誌委員長会議 2006 7/2 8F
が出席し、合計 名が参加した。これら委員会はこれまで一つにまとめていましたが、昨年から情報は単独委員86
会になりました。 新入会員の教育をはじめ、ロータリー情報は非常に大切な役割を持ち、情報収集と伝達はロー
タリークラブ運営に欠かせないものであります。ロータリーの友は 年で 周年をむかえました。このとき日2003 50
本は２地区になりました。ロータリーの友の７月号 ページを見て下さい。荒井ガバナーがでています。２６１29
０地区月信のホームページを見て下さい。アンケート集計、クラブパンフレットモデルなどダウンロードができま
す。ドンドンアクセスして見て下さい。またサイバークラブについての説明がありました。
（宮永満祐美広報委員長、 石丸幹夫雑誌委員長 出席）

7/23 をお忘れなく。 世界平和のための最重要課題 核兵器は絶対反対

（日）原爆被爆 年祈念作品で7/23 60
す。
上映の他 から反核平和折り鶴11:30

市民のつどいを開催します。
「被爆国なのに関心が少ない生徒にび
っくりした」と かっての交換留学生
のデボラ・タナーはいいました。是非
ご覧下さい。

江守道子

金剛山ツアー５日間
（土）～ （水）小松発 小松着10/7 11

金剛石（ダイヤモンド）の様に輝く金剛山へ
現在北朝鮮にありますが、特別企画で観光ができます。

世界的名山です。金沂秀会員までお早めにどうぞ申し込んで下さい。

（ ） （ ）お知らせ 7/2 16:30 21日 ライフ＆ファッション創衣 金沢市アートホール 藤舎真衣さん等 斎木会員推薦
（土） コンサートホール 優秀なジュニアのピアノとＯＫＥ共演（東海林会員推薦）7/29 18:30

年度例 会 予 定 2006-2007
江守巧新会長 「所信表明」7/ 6

（街づくりｺｰﾃﾞｲﾈｰﾀｰ）新旧理事役員会7/13 水野雅男様
『まちづくりとＮＰＯ（非営利組織 』）

7/20 魏賢任 会員
松山悦子（弁護士 「裁判員制度について」魏賢任会員7/27 ）

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku

Kanazawa Million Weekly Bulletin No. 0382 7.6 2006碧い大気
青い海 蒼い大地

年度2005-06 >
北山吉明 宮永満祐美理事・役員 会長 ： 会長ｲﾚｸﾄ ： 副会長 ：(役員 二木秀樹 （役員 江守巧 （役員） ） ）

（役員 野城勲幹事 ：）
池田裕之 吉田光穂副幹事： 会計： 直前会長： クラブ奉仕委員長：水野陽子 金沂秀 炭谷亮一

村田祐一 斎木妙子 西村邦雄職業奉仕委員長： 社会奉仕委員長 国際奉仕委員長： 新世代委員長：：竹田敬一郎
吉田昭生 谷伊津子 北山吉明 石丸幹夫監査： 例会： ： 情報： 広報：SAA RC金沂秀 東海林也令子 会報：

増強拡大： 修練選考： 企画： 親睦： 友好：炭谷亮一 木場紀子 （木村幸生） （木村陽子）前田宏智 東山卓嗣
市島明子 大沼俊昭 相川晶代R 財団及び米山委員長：江守道子 (事務局)地域発展：

5F 920-0853 2-15-1 T076-234-1111 19 00例会場 ホテル日航金沢 〒 金沢市本町 例会日時 木曜日 ：
1 2F 920-0852 3-2 T262-2211 F262-2241事務室 ライブ ビル 〒 金沢市此花町

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp URL http://www.hokuriku.ne.jp/million/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

・



- 2 -

点鐘
「手に手つないで」SONG:

四つのテスト
今日という日をまちました。会長挨拶：

一年間有難うございました。
ゲストの

Close紹介
-(クロース)

Up Magician(－) (アップ)
(マジシャン) (カル)CULL

氏 アシスタント… 田中さん 米山奨学生 孔 令宇（こう れいう）さん
会員家族 石丸恭子（たかこ）夫人 竹田孔徳くん

米山奨学生 孔 令宇氏へ米山奨学金の支給
今晩の二木会長は生き生きしています。ＳＡＡ

金沂秀ＳＡＡ 金剛山観光について（１ペ委員会報告他：
ージ参照）

ＩＭ 韓国訪問などいろいろ大変な年江守巧次年度会長：
度でしたが、来年度は私が会長で家内が幹事です。国内で
ははじめてです。 米国にはあったとの事です。

二木会長と野城幹事へ花束贈呈
石丸幹夫会員： 四っつのテストを貸し雨傘に書いたら全部乾 杯

戻ってきた話
《 食 事 》

（ニコニコボックス）
44,000 990,000 4,733,608-￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥

(ニコニコ罰金貯金箱 ￥ 入金 一般会計４大奉仕委員会へ振替￥ ) ０４－０５年度韓国語講座余2,698 300,000
剰金１万円をニコニコボックスに入れさせて頂きます。

会員の皆様のご協力により何とか一年間頑張れました。次年度江守二木会長

巧、道子様 宜しく。 今年度最後の例会となり、この一年間皆様に野城幹事

は大変御世話になりましたことを心から感謝申し上げます。本当に有難うござ

いました。カル様 すばらしいマジック宜しくお願いします。 ど石丸会員

江うやら最終例会ですね。まだ入会以来皆出席しております。お陰様です。

カルさんありがとうございます。二木会長、一年間ご苦労様守巧、道子会員

。 、 。でした 二木会長様 野城幹事様一年間本当にご苦労さまでした大沼会員

二木さん、野城さん一年間ご苦労様でした。江守さん、道ちゃ金沂秀会員

。 、 、 。ん一年間よろしく 二木会長 野城幹事様 この一年間大変御世話になり有難うございました木場会員

炭谷会長 竹田会毎回明るく楽しい例会でした。今日が最後と思うと名残惜しいです。 会長、幹事一年間ご苦労様でした。

マジックショー楽しみにしてきました。息子の孔徳も連れてきました。皆様宜しくお願いします。 二木会長、員 西村会員

一年間ご苦労様でした。 二木会長、野城幹事一年間お疲れ様！！ 有難うございました。 今日で前田会員 宮本薫子会員

私のロータリー一年目が終わります。何もわからず何もできずの一年間でしたが皆様のおかげで楽しい一年でした。二年目は私

。 。 。に出来る何かを見つけてもっと協力できる様 努力します 皆様には本当に感謝しています 今後もどうぞ宜しくお願いします

村田会員 吉田光穂会員 岩倉会二木会長はじめ 会員の皆様この一年ありがとうございました。 カルさん、ようこそ。

二木会長、野城幹事一年間ありがとうございました。次期会長、幹事よろしくお願いします。員

マジックショー Close(クロース)-(－)Up(アップ)講話の時間
(マジシャン) (カル) 氏Magician CULL

紹介：前田企画委員長 氏は 年マジックを始める。大学時代、関西の世界的な奇術家達と1978
International Brotherhood of交流 世界最大のマジック協会 “

”会員Magicians

見事なマジッ
クに誰も種が
わからなかっ
た。
．

点鐘

ホテル日航５Ｆ382 回
2006.6.29

23/38 60.53%出席率
7.72%5 月修正出席率 8

びくりしたな竹田孔徳くん


