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年１月のロータリーレートは、 １ドル＝ 円2009 88

１２．１月例会変更のご案内
（水）休会 （水）→ （火）金沢 新年合同例会※金沢ＲＣ 1/7 1/14 1/13 8RC
休会 （月）→ （火）金沢 新年合同例会※金沢東ＲＣ 1/5 1/13 8RC

休会 （金） ： ～ 金沢都ホテル「新年例会」 （金）→ ／ （火）金沢 新年金沢西ＲＣ 1/9 18 00 1/16 1 13 8RC
合同例会※

（火）休会 （火）→ （火）金沢 新年合同例会金沢南ＲＣ 1/6 1/13 1/13 8RC
※

（木）→ （火）金沢 新年合同例会※金沢北ＲＣ 1/15 1/13 8RC
（月）→ （火）金沢 新年合同例会※香林坊ＲＣ 1/5 1/13 8RC
（火） 休会 （火）→ （火）金沢 新年合みなとＲＣ 1/6 1/13 1/13 8RC

同例会※
（木）→ （火）金沢 新年合同例会※百万石ＲＣ 1/15 1/13 8RC

※ 金沢 ＲＣ新年合同例会 月 日（火）ホテル日航金沢 ： ～8 1 13 18 00

金沢８ＲＣ新年合同例会開催のご案内
日 時 ： 平成２１年１月１３日（火）
午後 時～6
場 所 ： ホテル日航金沢 「鶴の間」4F
会 費 ： 円（百万石ＲＣはクラブで4,000
負担致します）

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku
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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 ：
相川晶代事務室 ライブ ビル 〒 金沢市此花町1 2F 920-0852 3-2 T262-2211 F262-2241 (事務局)

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

年度例会 予定 2007-2008

《年忘れ家族例会》12/18
休会12/25

田中久雄様（加賀万歳）1/8
振替休会（金沢８ＲＣ新1/15

年合同例会）
櫻田しのぶさん（ 国1/22 06-07

際親善奨学生）
佃一成様（㈱佃食品社長）1/29

「美味についての雑感」
蚊谷八郎様（カタニ産業社2/5

長）
中川衛 様2/12
中村驍 様（東山まちづ2/19

くり協議会会長）
クラブフォーラム2/26
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点 鐘
我らの生業』Song：『

四つのテスト
今年もこれでｌ岩倉舟伊智会長挨拶：

ねんが終わります。今晩の年忘れ例会
を多くお家族・ゲストも迎えて大いに
楽しいんで下さい。
ゲスト・家族紹介： 玉とみ」女将 荒「

木佳子（けいこ）様 木村澄子 様 石丸恭子（たかこ）夫人、 木村恵利子夫人 魏
莉玲（りり）夫人、弘章（ひろあき）君、彩友美（さゆみ）ちゃん、悠暉()（ゆうき）君、百
夏（ももか）ちゃん、功揮（こうき）君、
竹田安代夫人、孔徳（こうとく）君、 比良乙巴（おとは）ちゃん

（社会奉仕委員会事業）★メイク・ア・ウイッシュオブジャパン 祖泉 淳 様寄附金の贈呈
明後実は子供の夢をかなえるために、ディズニーランドに行って来祖泉 淳 様 スピーチ：

ます。サハリパークツアーなど盛りだくさんです。

幹事報告・委員会報告 その他
４月からこの良いロータリーク比良直寛会員

ラブにはいりました。有難うございます。
将来のロータリアン？子供達の挨拶
永原源八郎ロータリー情報委員：

ロータリーの友１月号の世界にはばたけ米山
学友 の中の「子どものみらいの夢をつかめる国
に」でラオスを紹介した。

¥36,636- ¥444,636-ニコニコＢＯＸ 本年度累計
¥2,962,814-残高

吉田クラブ運営管理委員長、そし岩倉会長

て宮永親睦小委員長、本日のお世話有難うござ

います。今年一年ありがとうございました。

どうやら一年病気もせず、出席石丸会員

井口会員できました。又よろしく。

今年一年有難うございました。来年も宜しくお

願いします。 良い２００９上杉会員

年が来ますように。 この一大沼会員

年間、大変お世話になりました。

木村陽子会員 齋木会員世の中のことを忘れて楽しいクリスマス例会にしましょう。

２００９年は良い年になりますように。 今年の百万石ロータリーは私の為に存炭谷会員

在していたのではないかと思います。ラオスプロジェクト「バンザイ」余生はラオスのボランティ

ア活動にかけます。ラオスで死にます。 沖縄から直行で来ました。家族三人、今年も楽しみに参加させて頂き竹田会員

ます。 会長はじめ役員皆々様、半期お世話様でした。来年もよろしく。 今年一年お世話にな二木会員 水野会員

りました。２００９年が良い年でありますように。 今年もお世話になりました。本日は楽しんで下さい。親睦宮永会員

宮永。 アメリカ発の不況の波が押し寄せてきました。今こそ、ロータリーが試される時だと思います。会村田会員

吉田光穂会員 東海林会員員が力を合わせて立ち向かいましょう。 今年最後のニコボックスです。よいお年を。

年忘れ例会を楽しみましょう 事務局はじめ会員の皆様、新年に向けて新しい第一歩をふみ出しましょう。吉田昭生会員

理事会の会議のおつりです。岩倉会員

《 食 事 》乾 杯 多田利明幹事

有難うございました。オークション ¥108,700
①ラオスの籠バック ②ラオス製テーブルクロスとテーブルセン
ター ③韓国の絵（作家もの） ④韓国の壷（人間国宝者作） ⑤
肥前の器 ⑥ランタンライト⑦ワイン（赤白） ⑧手作りの能登上
布テーブルセンター ⑨リバーシブルダウンジャケット ⑩まぼ
ろしの焼酎（九州天草） ⑪手編みの部屋着２点 ⑫ネクタイ３本
⑬ツリー ⑭龍の文鎮（高光一生作） ⑮つづれ織りのふくさ
⑯ ロエベのバック ⑰松井のポスター（カレンダー） ⑱茶碗

回496
年忘れ例会12.18 2008

28/39 71.79%出席率
11 70.94%月の修正出席率

新入会員と次世代のロータリアンの紹介
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（コシノヒロコ） ⑲香油入れ ⑳湯飲み 年カレンダー パピルスの絵(刺繍の絵をつけて） 茶21.2009 22. 23.
器揃え（茶筒・建水） ロクシタン（パリ製） 小物入れ 開運玉 工芸箸（貴重な景泰藍きんたい24. 25. 26. 27.
らん使用 ） 貝彫画 ボジョレヌーボー（受賞赤）28. 29.

クイズ？

何と読む漢字？

チャリティー
オークション

有難う¥108,700
ございました。

社会奉仕の積立
金です。

ビンゴゲーム

村田祐一会長エレクト
閉会挨拶

点 鐘

クイズ当選の野城会員

チャリー浜さんと笑福亭二幹さん

オークションの 金沂秀会員とチャーリー浜さん

パトカー

畑山さんの車

100yenゲームで優勝
ビックリ（全部ジャンケン

負けとは）
手に手つないでの合唱で終了


