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。4/1は「にほんの歌」 クラブ後援のチャリティコンサートです

白山ＲＣ創立４０周年記念式典のお知らせ
白山ＲＣが創立４０周年の記念式典、及び祝賀会を執行されます。各ＲＣ会員宛に出席依頼の案内がきておりま

す。出席をご希望の方は、２月２２日（木）までに事務局までお申し込み下さい。
日時 平成１９年４月１４日（土） 場所 グランドホテル松任
式次第 登録受付 １０時～ 記念式典 １１時～ 記念祝賀会 １２時半～ 登録料 ７，０００円

（月）ＩＭに振り替金沢市内ＲＣの例会変更 金沢東 RC 2/19
えのため休会 （金）５ＲＣ夜間例会 ～金沢西 RC 2/16 18:30
都ホテル （火）ＩＭに振り替えのため休会金沢南 RC 2/13

（木）ＩＭに振り替えのため休会 （木）夜間例金沢北 RC 2/15 2/22
会 ～ 松魚亭 （火）→ （金）に振り18:30 2/16みなと RC 2/13
替え５ＲＣ夜間例会 都ホテル18:30
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(役員 江守巧 （役員 金沂秀 （役員 北山吉明 斎木妙子理事・役員 会長 ： 会長ｲﾚｸﾄ ： 副会長 ：） ） ）

（役員 江守道子 宮本薫子 二木秀樹幹事 ： 副幹事： 会計： 直前会長：） 池田裕之
村田祐一 東海林也令子クラブ奉仕委員長： 職業奉仕委員長： 社会奉仕委員長斎木妙子 ：

村田祐一国際奉仕委員長： 新世代委員長：大平政樹 水野陽子 監査：後出博敏 例会： ：宮崎芳弘 SAA
石丸幹夫 吉田昭生RC 情報： 広報： 増強拡大：岩倉舟伊智 修練選考：木村陽子 宮永満祐美 会報：

炭谷亮一 木場紀子 北山吉明 木村幸生 西村邦雄 土田初子企画： 親睦： 友好： R 財団
谷伊津子 相川晶代米山委員長：吉田昭生 地域発展： (事務局)

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://www17.ocn.ne.jp/~hrc/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
土日祝日事務局執務時間 月火水金 ： ～ ： 木 ： ～ ： 休憩時間 ： ～ ： 休日10 00 16 00 15 00 20 30 12 00 13 00
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例会 予定
鈴木艶子様（夢らく商事社長）2/8

《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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点鐘
ロータリーソング
『 我等の生業 』
四つのテスト

最近、朝７時過ぎに起会長 挨拶
きると、外が明るくなって「春が
来たのだなあ！」と実感していま
す。

でも、昨年の１２月にスノータイヤに履き替えたのに、全く雪が降りません。湖に氷が張
らずワカサギ釣りが今年はできないとか、日比谷公園では菜の花が咲いたとか、ゴルフ場
が儲かっているとか、沖縄名護市では避寒桜だけでなくソメイヨシノも咲いた桜祭りであ
ったとか異常な暖冬の話しには事欠きません。 削減が緊急の課題と言われて時間が経っています。皆さんは何CO2
か環境によいことをされていますか？

東京板橋区東武東上線の踏み切りで自殺しようとしていた女性を助けて警察官が亡くなられました。ご冥福を祈
ります。
話は変わりますが、８年前石川整肢学園で手術直後の子供が金沢大学で死亡した事件で、麻酔をかけておいでた村
上誠一先生に、昨日一年八ヶ月の実刑の判決が下りました。最近、福島県立大野病院の産科の事件、東京女子医大
の事件、そして今回のことも医療が刑事事件として裁かれるのに違和感を感じるのは私だけでしょうか？

先週も話しましたが、金沢を地盤にしたプロ野球球団「石川ミリオンスターズ」の社長さんから「百万石クラブ
の会員の方で球団の株主になってもらえる方はいませんか？」といわれました。一株百万円だそうです。

夢らく商事 株式会社 代表取締役社長鈴木 艶子（つやこ）様多田 利明様（金会員御同伴）特別ゲスト
金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二様メイキャップビジターの紹介

《 食 事 》
皆出席者の紹介（１月末現在）
★通算皆出席
石丸会員 ２８年３ヶ月 谷会員 ８年５ヶ月 金会員 ８年３ヶ月 西村会員 ４年７ヶ月
★皆出席３ヶ月以上
村田会員 ４年４ヶ月 江守巧会員 ２年１０ヶ月 江守道子会員 １年３ヶ月 野城会員

１年１０ヶ月宮本薫子会員 １１ヶ月 齋木会員 ５ヶ月 北山会員 ４ヶ月 炭谷会員
４ヶ月 水野会員 ４ヶ月
幹 事 報 告 ・ 委 員 会 報 告

ＩＭの紹介江守道子幹事
①例会の卓話と其の講師について ②私のコンサートの日本北山吉明企画委員長

の歌について

6,000 464,740 5,316,760-ニコニコＢＯＸ ￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥
香林坊ＲＣ小幡様 江守巧・道子会今年、初のメーキャップです。本日もどうぞよろしくお願い致します。

鈴木さん、本日はよろしくお願いします。 、ようこそ。本日の卓話楽しみに員 宮本薫子会員 鈴木様

しております。 ①鈴木さんをお迎えして。②次の日曜日、素人の狂言発表会が能楽堂でありま宮永会員

す。今年は私は参加しませんが良かったら笑いに来てください。仲間が頑張っています。

夢らく商事 株式会社 代表取締役社長鈴木 艶子（つやこ）様講話の時間 『 心豊かに 』

かっては の中村さんが上司で、社員をしていまして、マルチメヂアスクエアNTT
の所長をしていました。しかし、そこで、私は自分の思いのままの仕事をしたくて
許可をえて、全員辞めてもらい、新しく、同じ目的の人に来て貰って、パソコン教
室とイベントの仕事をはじめ、インストラクターの養成を行いました。そしてあき
ない商売の魅力をを感じました。

、 、夢楽商事として また 異業種の集まりにも入りましたが そこでは情報が入るし
垣根が無く、７人でグループを作りました。その国際シンポジュウムでは台湾物産
展のすべてを夢楽商事にまかせたいという話しも出ました。
金箔を使用しての商品としての化粧品金箔美人をを開発しました。
今は海外からの研修性の受け入れの仕事もしています。そこでは個々で中国人が

日本で失われたハングリー精神を持っていることがわかりました。－－－－－
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5F410 回ホテル日航
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出席率 ％23/36 63.89

87.04%１月の修正出席率は


