
- 1 -

2610 地区ホームページアドレス http:://www.rotary2610.jp/ （月信記事はホームペー

４月のガバナーからのメッセージ
「ロータリーの友」は 情報の宝庫です。R

裏表紙がなく両方の表紙とも毎号すばらしい
作品で飾られています。私はまずこの両表紙
をじっくり鑑賞し、そのメッセージを読むこ
とから始めます。
「ロータリーの友」は が公式に認められたRI
公式雑誌で 年に創刊され月に 万部ほ1953 12
どが出版されます。世界に のこのような地30
域雑誌があります。

その予約購読が義務づけられています。こ
れらの雑誌を通して私たちは、 理事会の決RI
定事項の抄録、ロータリー財団関係の事項、
国際大会や他のイベントの情報、あるいは規
定審議会のこと、世界中で実施されている奉
仕活動の様子を知ることが出来ます。更に日
本の場合は、縦書きの部分で多くのロータリアン

の寄稿文や日本独
特の俳句や和歌や川柳などの作品に接することが出来て、楽しく仕上がっていると

。 、 。思います ゆっくりとした時間をつくって 隅から隅までしっかり読んで下さい
新会員からベテラン会員まで、きっとお役に立つ筈です 「ロータリーの友」の親友。
になりましょう。

会員消息
沂秀会員の作品が 伝統金

しま工芸日本金工展に入選
5/8 13した。 展示は ～

日本橋三越本店本館 にて7F

例会終了後例会場において4 /12（木）定例理事会案内
議 題：①正会員候補者について ②その他

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku
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例会 予定
金沢北ＲＣと合同例会～観桜会～ ローズ4/5 30F
ルーム
田井淳様（洋画家 「僕は絵描き」 ローズ4/12 30F）

ルーム

4/19 Potencia Homme 5F井口千夏会員（株） 社長
「松竹の間」
川上重彦様（金沢医科大形成外科教授 「形成4/26 ）
外科の最新医療」 「オーキッドルーム」5F

2007.4.10金沢城大手門の桜の古木は見事
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点鐘
ロータリーソング
『 』「 」奉仕の理想
四つのテスト

今日の挨拶 金沢北ＲＣ米澤会長：
合同例会でせい一杯、時間のゆるす
かぎり、新しい友達を作るようにし
て下さい。

金沢百万石ＲＣ江守会長挨拶
皆様こんばんは。北ロータリークラブの方々お久しぶりです。：

今日は２４節季の清明です。冬の名残の清涼と夏の明るさを併せた、ちょうど中間の季節とい
うことになっています。桜の花はここ松魚亭に来るまでの道にも咲いていました。先週末に門
前のお寺の奥さんと話をする機会がありました。門前の状況は大変なようです。私達の同級生
が、門前で外科を開業していますが、そこのボランティアに行こうと先週の土曜日に電話をし
ました。彼は現在 医師会の会長をしており対策本部などいろいろな所に呼ばれて朝の早い時
は殆ど不在でした。我々のクラブからは金 沂秀氏が既にボランティアとして被災地に行ってき
ましたが、私も今週末に行こうかと思っています。高齢者の多い地域であり、きめの細かい行
政の対応が望まれます。

また、２日の早朝のソロモン諸島の地震と津波では住民５００人位の集落が２０ヶ所以上、跡形も無く流されて
消えてしまったと言うことです。

ロータリーではまた募金がされると思いますが、皆さんの協力をお願いします。
ニコニコＢＯＸ
金沢北 辻会員発表乾杯：金沢北ＲＣ米澤会長 RC

歓談 食事
杵屋 喜澄さんがトップでビンゴ大ビンゴ大会

数字でなくて、かな文字をいれたカードを各
自が作り、今までとは変わったビンゴでした。
賞品は食事券などすばらしいものがが沢山あり
ました。

江守巧 金沢百万石ＲＣ会長 と金沂秀次期会長が来年は閉会の挨拶
創立１０周年ですのでよろしくと挨拶

点鐘ロータリーソング「手に手つないで」

松魚亭417 回

2007.4.5お花見夜間例会

61.11%出席率
2 88.19%月の修正出席率はSAA本多弘夫

２次会は金沢北RC木村会員のとどろき亭で


