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喫茶「Ｋａｇａ」にて コーヒー例会 11/9

２００７年 ２月１２日（月）※振替休日2006-2007年度石川第一分区ＩＭ（都市連合会）
場 所 津幡町文化会館 シグナス

ガバナー補佐 桶谷八郎 ガバナー補佐 高畠 正光ホストクラブ 河北ロータリークラブ

金沢８ＲＣ新年合同例会開催のご案内
全員登録とさせていただきますが、下記にてご都合を
お知らせ下さいますようお願い申し上げます。
日 時 年１月１７日（水）１８：～２０：2007
場 所 金沢全日空ホテル ３階 「鳳の間」
会 費 ４，０００円 （クラブ負担）
※ ご出欠を 迄に各クラブ事務局へご返信下さい11/25
※ 駐車場が混雑しますし、お酒がでます。お車での
ご来場はご遠慮願います。
※ ／ (月)～ (金)金沢市内 例会は新年合同1 15 19 RC
例会に振替となりますのでございません。
（金沢百万石ＲＣ事務局）＝ ：２６２－２２４１FAX

Mail（１１／２５必着） 又は、

金沢百万石
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例会 予定

喫茶「Ｋａｇａ」にて ポルテ金沢地下１Ｆ11/9
「クラブフォーラム」１分間スピーチ
香田裕泰様（声楽家 「音楽を楽しむ②」11/16 ）
休会（法定休日）11/23
齋木妙子会員」11/30
年次総会 「次年度の理事役員の選出」12/7
舛田圭太様（バドミントン選手）12/14
年忘れ例会12/21
休会12/28
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点鐘（なし）
今日は喫茶 で会長挨拶： Kaga

の特別例会です。宮永さんと一緒
にお見えの井口さん、ようこそお
いでくださいました。是非とも我
々の金沢百万石ロータリーのメン
バーとなってください。
米山留学生の孔さんもご苦労様で
す。７日の火曜日は大荒れの天候

で、金沢では風速３４．５ の風だったそうです。病院に着くとエレベータで一緒になm
った自転車で来た人は自転車を押して歩いてきたそうで、軽四で通勤している人は「強い
風で車が揺れて大変だった 」と話していました。白山スーパー林道は積雪で通行止めになったそうです。。

北海道の佐呂間町では竜巻のために９人の方が亡くなられました。僕がアメリカのジョージア州に住んでいた時
も「トルネードだから地下室に避難しなさい 」と言われたことを思い出しました。その時オーガスタにある大学。
のゴルフ場で学生が雷に打たれて死亡したと聞いています。
宇和島徳洲会病院の腎移植の問題は簡単には片付けられない複雑な問題を含んでいるようです。

でも今週一番のビッグニュースはアメリカの中間選挙です。民主
党の大勝利だそうですが、これでアメリカのイラク政策がどのよう
に変わるのか見守りたいと思います。

北山先生とお手伝いをしてくださった北山先生の
奥さんとお嬢さんに感謝です。

会員候補の井口 千夏（いのくち特別ゲスト
ちなつ）様 米山奨学生 孔令宇（こうれい

う）さん 石丸夫人、北山夫人 の方々
金沢東ＲＣ 鏑木 基由様ビジター

孔 令宇 さん米山奨学金の支給

幹事・委員会報告
来週の例会は また香田裕北山吉明企画委員長：

泰様（声楽家 「音楽を楽しむ②」があります。）
その次はご夫妻で日本チャンピオンの舛田圭太様（バドミントン選手）です。

のクラブの能登島旅行の申し込み最後確認します。まだ木村親睦委員長： 11/18
少し余裕があります。バスで行かれる方は金沢駅西から午後 です。1:30

《 食 事 》
喫茶 でのオールドコーヒーも美味しかったし、Kaga

出てきたサンドイッチのパンは絶品でした。どこのパン
か教えて欲しいくらいです （江守巧会長談）。

会員候補の紹介
井口 千夏（いのくち

ちなつ）様をご紹介いたしま
す。
私と共通した職業をされてい
ます。

「今後ともよろしく」井口様

なしニコニコＢＯＸ

クラブフォーラム
.～１分間スピーチ～ クラブについて・ 近況報告 etc

出席会員の他 ビジター、ゲスト、事務局の挨拶もあり全
大変なごやかな例会になりました。

・
点鐘（なし）

このような楽しい喫茶店例会の出来るのは小クラブの特権ですね

喫茶「 ]400 回 Kaga
2006.11.9

20/3557.14%出席率
85.71%村田 SAA ９月の修正出席率

皆出席の表彰：
年石丸幹夫会員、 年金沂秀会員28 8

おめでとうございます。

石丸恭子夫人 東 鏑木氏RC


