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会長さん 幹事さん 一年間
本当に有難うございました。

ラオス訪問 センター設立、 姉妹クラブIT
京都北東ＲＣ創立２０周年、姉妹クラブ南光州
ＲＣより青少年交換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、ロータリーの友誌
「クラブ探訪」に掲載、マラソン出場 などな
ど 大変忙しい一年でしたが、精力的にスケジ
ュールをこなされました。

岩倉舟伊智会長、多田利明幹事さん
金沢百万石クラブの良い伝統ができました。

お疲れ様でした。
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年度例会予定 2009-2010
休会（ 振替）6/25 6/27

（土） 慰労例会 於：松魚亭6/27 18:30
７月の予定

卓話：村田 祐一 年度会長「所信表明 〔洋食〕7/2 09-10 」
卓話：金子 聡子（石川県肢体協会副会長 〔和食〕7/9 ）

「 カードについて 」HELP
～災害時に障害のある子ども達の命をどう守るか～

※理事役員会
クラブフォーラム 「今年度の活動計画 〔単品〕7/16“ ” 」
ガバナー補佐訪問 卓話：高畠菊丸 ガバナー補佐7/23

（石川第一分区Ｂガバナー補佐・北ＲＣ 〔和食〕）
“会場変更例会” 於：ひょうたん町耳鼻咽喉科医院7/30

卓話：石丸 正 院長先生
８月の予定

ガバナー公式訪問8/6
卓話：ガバナー 中川可能作 様 〔洋食〕

休会（お盆）8/13
卓話：メイクアウィシュオブジャパン〔和食〕8/20

※理事役員会
卓話：米山奨学生8/27

於 松魚亭岩倉会長と多田幹事に花束を
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開会
岩倉会長 最後の例会長挨拶：

会です。創立 年目の会長でした11
が、年度にラオスのＩＴセンター
設立完成をとどけられて良かった
と思います。二人の木村さんには
日本の美シリーズをしていただき
大変良かったです。幹事の多田さ
んにはお世話になりましたが、次

年度もこころよく引き受けていただき、本当に助かりました。 の井口千夏さん、一人で会報を続けている石丸SAA
幹夫さんその他皆さんにはお世話になりました。お礼申し上げます。来年度は に基づいて会長さんや幹事さCLP
んは綿密に計画されているようでクラブもますます発展するものと思います。クラブも私の年度に何かの間違いで
分裂しないか心配していましたが、そう言うこともありませんでした。会員の皆様有難うございました。

石丸恭子夫人 朴英子（金沂秀 夫人ゲスト紹介： ）
事務局の仕事をするのは 本当は幹事幹事報告・委員会報告 多田幹事：

らしいのですが、またロータリー用語を覚えるのも大変でした。次年度も続行
です。よろしくお願い致します。

（ご母堂様の突然の死のご不幸にたいしてのクラブか竹田会員より一言：
らの弔意にたいして）

今年度はとても活発に本当に素晴らしい年度でし乾 杯 石丸会員
た。ただ竹田敬一郎さんのご不幸を思うと喜んで乾杯と大声も出せませんが、静かに乾杯！

松魚亭食事・歓談
ニコニコＢＯＸ

¥38,000- ¥931,661- ¥3,451,045-本年度累計 残高
一年間ありがとうございました。次期村田会長、多田幹事来年は宜しくお願いします。岩倉会長

一年間御苦労様でした。いろいろありがとうございました。 どう多田幹事 石丸会員

やら年度終了。大変御世話になりました。ありがとうございました。 、多木場会員 岩倉会長

田幹事一年間本当にお疲れ様でした。政治経済のお話とても勉強になりました。 金 会員 岩倉

会長・多田幹事ご苦労様でした。お役が終わっても気を抜いたらダメよ！ 会長・幹齋木会員

竹田事本当にお疲れ様でした。今後ともよろしくお願い致します。引き続き多田さんよろしく。

先日の母とみ子の葬儀に際しまして会葬・香典・弔電をありがとうございました。おかげさ会員

まで立派な葬儀になりました。６／２６（金）エグゼクティブライフプランナープレミアムメンバー

に正式に認定されました （エグゼクティブ１５年で資格） 岩倉会長、多田幹事様一。 水野会員

年間ご苦労様でした。 本年度の会長、幹事役員の皆様一年間ありがとうございました。楽して一年間過ご吉田昭生会員

させて頂きました。

会長・幹事へ花束贈呈

我が儘仲間の百万石クラブですから、大い閉会挨拶 吉田昭生会員：
閉会に発展します。

役をしていただいた 、司会とＳＡＡ 金沂秀会員
いつも朗らかに 例会と言うより楽しい慰労会でした。

又次年度もいっぱい仕事をお願いします。クラブの事、地区のこと大変
でしょうけれど、頑張って会長幹事の後押しをして下さい。

（編集部）
藤間勘菊 江守巧 金沂秀 申東奎 岩倉舟伊智 石丸幹夫 吉田昭生 多田利明 木場紀子 二木秀出席者：

樹 杵屋喜三以満 谷伊津子 宮本玲子 水野陽子 竹田敬一郎 朴英子 石丸恭子 （敬称略）

会員消息
「カンツォーネ＆シャンソン」6/24 18:30（水） から北山吉明会員の

が山腰悦子さんと共演で、石川県立音楽堂 交流ホールでおの夕べ
こなわれました。満員の聴衆のなかアンコールも沢山あり、大変好
評でした。

ホームページも７月１日で更新です。
新しい村田会長年度のページをご覧下さい。

回 例会520
（土）2009 6.27

松魚亭
15/37 40.54%出席率

５月修正出席率 ％70.14


