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国際民間ボランティア団体のパイロ
ットクラブが金沢市のもたちあげら
れました。
2007.1.6（土）14:30から石川県文教
会館ホールにて、その講演会「脳梗
塞から復帰して」江守巧会長と音楽
物語「窓ぎわのトットちゃん」があ
ります。金沢百万石クラブが後援で
すので多数ご参加下さい。
お問い合わせ：金沢パイロットクラ
ブ 江守歯科 076-238-6711

市内RCの例会変更
金沢 金RC 12/20 18.00 12/27（水） ホテル日航金沢「年忘れ家族会」 （水）休会

沢東 金RC 12/11 18:30 12/25（月） 金沢スカイホテル「年忘れ家族会」 （月）休会

RC RC沢西 金沢南12/22 18:00 12/29（ ） 「 」 （ ）金 金沢都ホテル 年忘れ家族会 金 休会

RC12/19 18:30 12/26（火） ホテル日航金沢「年忘れ家族会」 （火） 休会 金沢北

12/14 18:30 12/28 12/18 18:30（ ） 「 」 （ ） （ ）木 松魚亭 年忘れ会 木 休会 月香林坊RC
12/25 12/19 18:00金沢エクセルホテル東急 年忘れ家族会 月 休会 火「 」 （ ） （ ）みなと RC

金沢全日空ホテル「年忘れ家族会」 （火）休会12/26

会員消息
収益金の一部と私個人のお金をアフリカ難民救済に

先日１９日「いい歌・いい気分」のデ谷伊津子 会員
イナーパーテイに会員の皆様にもお出で頂き盛会のうち
に終わることが出来ましたことを御礼申し上げます。
収益金の一部と私個人のお金をアフリカ難民救済とエ

イズ撲滅の為に医療ボランテイアに行っている息子の友
人に託すことになりました。大きな私の目的の一部を達
成出来ましたことに感謝致します。これからも宜しくお
願い致します。

四つのテストを壁にかけてありますか？
あらゆる行動や提案があったとき、それは正しいですか？四つのテストは文
化や宗教に基づくものではなく倫理的行動の簡単なチェックリストです。

ウイリアムＢ．ボイドＲＩ会長

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku
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例会 予定

舛田圭太様12/14
（バドミントン選手）

年忘れ例会12/21
休会12/28

高輪真智子様 「鏡花の世1/11
界」～おはなしと朗読～

（水）金沢 新年合同例会1/17 8RC
※18:00 金沢全日空

（ ）1/18 1/17８ＲＣ新年合同例会
に振替
佐藤毅一郎様（日本銀行支1/25
店長）
島村正樹様（県中央病院泌2/1

尿器科医師 「性感染症につ）
いて」
鈴木艶子様（夢ちく商事社2/8
長）
《家族例会》入船亭扇治師匠2/15
西のぼる様 「挿入画」2/22
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『我等の生業』点鐘 SONG
四つのテスト

今日は京都北東ロータリー会長 挨拶：
クラブの清水会長がお見えになっていま
す。後で一寸お話しをしていただくこと
になっていますが、よろしくお願いしま
す。今日から新入会員の井口さんが参加
されています。例会終了後オリエンテー
ションの予定です。

先週も話しましたが、来年１月６日（土）に金沢パイロッ
トクラブが主催して「窓ぎわのトットちゃん」の音楽劇を行います。トットちゃんの前座として僕が「脳梗塞から
復帰して」と題した話をします。その前に金沢南の中島哲夫会長から「あんた うちで一寸喋ってくれんヶ！」と
頼まれて１２日に金沢南 の例会場、ここ日航金沢ホテルで卓話をします。スライドの絵は金沢北ロータリーのRC
磯野洋明さんの奥さんに書いていただきました。見てみますと家内はとても可愛く、僕は苦虫をかん
だような顔で書かれていました。電話で磯野さんの奥さんに「一寸差がありすぎでない？」と言った
ら「うちのパパが“これでよし”と言ったから・・・・」とのことでした。 専門医が専門の病気に
なってということで、皆さん是非ともおいで下さい。

米山奨学生 孔 令宇 さん 孔 令宇特別ゲスト 米山奨学金の支給
清水英司 様（会長）金沢香林坊ＲＣ 柿本盛敏様ビジターの紹介 京都北東ＲＣ

３日生まれ 宮崎 芳弘 会員 ９日生まれ 孔 令宇 さん（米山奨学生）今月の誕生者の紹介

井(いの)口(くち) 千夏会員 （職業新入会員の入会式
分類：人材派遣業）
１．会長よりロータリーバッジ贈呈
２．推薦人・宮永満祐美会員より紹介
３．井口会員より ごあいさつ

紹介： 宮永満祐美会員

幹 事 報 告 ・ 委 員 会 報 告
金沢パイロットクラブ１周年記念事業音楽物語“窓ぎわのトット江守道子幹事 ①

ちゃん”の紹介 （土） 開演 於：石川県文教会館 スリランカ漁2007.1.6 14:30 ②
民自立復興支援協賛金のお願い（地区世界奉仕委員会・砺波ＲＣ） ・・スマトラ沖
地震における大津波の被害地スリランカへ漁船と漁網を送る。募金箱を回しますので
宜しくお願いします。

RI Matching京都北東ＲＣ清水英司会長より一言 タイ国ケンクーンＲＣとの の
Grant RC（ ） 。同額補助金 制度での市内スラム街の子供たちに図書ハウスのプレゼントです 百万石
の他韓国南光州 が協力してくださいました。RC

《 食 事 》
13,000 383,740 5,115,710-ニコニコＢＯＸ ￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥

清水英司様 お久しぶりです。タイのマッチングでは ご協力戴きまして有難うございま京都北東ＲＣ

す。 清水さん本日はようこそお出で下さいました。新入会員の井口さん仲良くしましょ江守会長・幹事

う。 京都北東ＲＣの清水英司様 ようこそ。新会員の井口様、本当にようこそ。家内の短歌が石丸会員

ロータリーの友に載りました。 井口さん入会おめでとう。京都北東ＲＣ清水さんようこそ。皆金 会員

宮永会員 宮本薫子会員さん、今年ももう少し頑張りましょう。 新入会員 井口さんをお迎えして。

宮崎さん、孔さんお誕生日おめでとうございます。今日は 例会終了後松田聖子ちゃんのデイナーショ

炭谷ーに行ってきます。とても楽しみです。新入会員の井口さん、これから仲良くしましょうー！！宜しくお願いします。

京都北東ＲＣ会長の清水様、我がクラブをご訪問して戴き感謝に耐えません。今後とも宜しくお付会員

き合い下さい。

～スリランカへ漁網、漁船を送る事業～ 募金額 ￥１１，６７０－地区世界奉仕活動

出席会員数 ２３名講話の時間 年次総会～次年度の理事役員の選出～
《役員》会長 金沂秀 副会長 村田祐一、西村邦雄 会長エレクト岩倉周伊智

《 》 （ ） （ ） 、 、 、幹事 野城勲 理事 宮永満祐美 副幹事 宮本薫子 副幹事 江守巧 江守道子 二木秀樹
炭谷亮一、石丸幹夫、吉田昭生、北山吉明、村田祐一、西村邦雄、竹田敬一郎、大沼俊昭、

木場紀子、齋木妙子、水野陽子、谷 伊津子
以上、承認される 会長は副会長の補佐でゆとりある運営を。会長には今後女意見：

点鐘性も挟んで欲しい。 会長は自分のカラーを出して欲しい。

30F403 回 ホテル日航
「ローズルーム」

2006.12.7
23/36 63.89%出席率

85.71%村田 SAA 10 月の修正出席率

先日の能登島での自作の

焼き物です。金エレクト

井口千夏新会員
会長よりロータリーバッジ贈呈


