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１０月のロータリーレートは １ドル＝９０円

ホテル日航 「孔雀の間」歓迎 高崎ロータリークラブ 2009.11.26 3F

群馬県高崎市の老舗 高崎クラブ
がこれから金沢百万石クラブとの姉
妹提携を結ぶにあたり、親善訪問に
多数の会員がこられました。

時からの例会は 時間に延長され19 2
ゆっくりと会員同士のの親交を深め
ました。
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市川 豊行会長
田中 久夫幹事

毎週（木）例会例会予定 2009-2010 年度
《歓迎 高崎 》ホテル日航 Ｆ「孔雀の間」11/26 RC 3

19:00 20:30卓話：高崎ＲＣとの交流 ～
年次総会12/3

会員卓話12/10
12/17（木） ～ホテル日航金沢 「年忘れ家族例会」19:00
12/24（木）休会 （木）休会12/31

（火） ： 金沢 新年合同例会ホテル日航金沢1/7（木）→ 1/12 18 00 8RC
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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

高崎 の皆様村田祐一会長 挨拶 RC
ようこそいらっしゃいました。新幹線
建設が新潟県のクレームで遅れなけれ
ば良いのですが心配です。さて、我が
クラブはこれまでロータリー精神に則
「 」 、り オンリーワン のクラブを目指し

奉仕活動を行ってきました。これからは、伝統ある貴クラ
ブと親しく交流させていただき更なる磨きをかけようと思います。お互いの良いところを付け加
えて楽しく奉仕活動ができるように精進したいと思います。よろしくお願いいたします。ささや
かな御持てなししかできませんが、今宵は交流の宴をお楽しみください。

くずはＲＣ 森賢司様より 知覚障害者の美術展（於：金沢２１世紀美術館）のごゲスト紹介
案内とお願いがあります。 日野 裕（ゆたか）様（高崎経済大学石川県同窓会会長）
石丸恭子夫人、後出有美夫人

高崎ＲＣ会員の紹介ビジターの紹介
１． 市川 豊行（いちかわ とよゆき） 会長 年 こんにゃく製造販売21
２． 深堀 達義（ふかぼり たつよし） 副会長 年 日本料理19
３． 市川 哲名（いちかわ てつな） 副会長 年 税理士24
４． 田中 久夫（たなか ひさお） 幹事 年 大学教授12
５． 森田 岳志（もりた たけし） 副幹事 年 水処理6
６． 廣瀬 雅美（ひろせ まさみ） 副幹事 年 段ボール製造4
７． 関口 俊介（せきぐち しゅんすけ）会計 年 生命保険業10
８． 川手 義昭（かわて よしあき） 直前会長 年 運送業25
９ 富田 俊二（とみた しゅんじ） ロータリー財団委員長・パスト会長 年 事務用品販売. 40

吉井 良弘（よしい りょうこう） 金沢訪問委員長・次年度幹事 年 僧侶10. 11
児玉 三郎（こだま さぶろう） 金沢訪問委員会・パスト会長 年 機械製造販売11. 22
有田 邦夫（ありた くにお） 金沢訪問委員会 年 損害保険12. 24
糸井 丈之（いとい たけゆき） プログラム委員会13.
年 鉄鋼製造16
吉田 吉太郎（よしだ きちたろう） 米山奨学委員長・14.

パスト会長 年 印刷企画34

バナーの交換と高崎ＲＣ会長 市川豊行様の挨拶とクラブ紹介

こころよくこの例会に出席
いたし、大変アットホーム
でワクワクです。私共のク
ラブはインターネットでも

56わかるとおもいましが、
年たちます。ひゃかうまん
ごくクラブは若々しい活力
あるクラブです。もうすぐ
新幹線で結ばれます。新年

に入り （木）に実は私の誕生2/18
日に両クラブの姉妹提携の式典を
したいと思います。本日は高崎市

松浦市長のお祝いのメッセージの
を持ってまいりましたので代読

----させていただきます。
「金沢百万石ロータリークラブ

と高崎ロータリークラブが姉妹ク
ラブ提携の準備を進めていらっし
やることは、ロータリアンである私にとりましても、また、高崎市にとりましても大
変喜ばしいことであり、心からお祝い申し上げます。
「奉仕の理想」を掲げ、日頃から地域社会の充実や国際理解の推進、明日を担う青少

年の健全育成に、多大なご尽力をいたたいておりますロータリークラブの皆様に、心から深く敬意を表します。

回539
高崎 歓迎例会RC

（木）2009 11.26
ホテル日航 孔雀の間3F

例会出席率 ％21/36 58.33
９月の修正出席率 ％67.62

お知らせ

くずは 森賢司様：RC
～ 石川県立2009.1/4 2/7
「 」美術館にて 遠き道 展

をいたします。視覚障害
者のための平面レリーフ
展などがあります。既に
中川ガバナーにも支援を
御願いしました。よろし
く御願いいたします。蜜
蝋ペンワークショップ 描「
いてさわろう、自分だけ

の絵」や鑑賞ガイドツアーがあります。天童市
ではロータリークラブの招待があり、感謝され
ました。

日野 裕 様
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私ともの高崎市は 「平成の大合併」により、人口 万人を超える群馬県最大の都、 37
市となりました。
現在は、昨年スタートした第 次総合計画のもと、市民の皆様一人ひとりのたくま5

しさや個性の輝きを原動力に、合併した各地域の個性や魅力を最大限に活かすまちづ
くりを進め、将来都市像に掲げる「交流と創造～輝く高崎」を日指しております。
また、高崎市は、昨年 月 日に金沢市と友好交流都市協定を結びました。2 6
金沢市は古くから加賀百万石の城下町として栄え、現在でも歴史的な風情が多く残

つている北陸を代表する都市ですが、高崎市も『お江戸見たけりゃ高崎田町』と詠わ
、 、 。れるなと 中山道の宿場町として栄え 現在も商都として発展を続けている都市です

現在建設が進められている北陸新幹線は、平成 年度を目途に金沢まで延伸される26
計画となっており、金沢・高崎間は、約 時間半で結ばれることになります。1
今後、より・身近な関係となる金沢市と高崎市は、観光交流なとの都市間交流の推

進を図るとともに、両市が連携して、魅力や活力にあふれるまちづくりを進めてまい
りたいと考えています。

どうぞ、村田会長様、市川会長様はじめ、両口一夕リークラブの皆様には、大いに交流を図っていただき、これ
からも両市の発展にご支環、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

結びといたしまして、両ロータリークラブの今後ますますのご発展とこ参会の皆様のご健勝、ご活躍を心からこ
祈念申し上げまして、お祝いのメッセージとさせていただきます 」。

平成 年 月 日21 11 26
高崎市長 松浦 幸雄

百万石ＲＣクラブ紹介
「ホームページからみた金沢百万石クラブ」石丸幹夫

会長挨拶やクラブ概要 バナーの話し、職業分類、入会案内、
友好クラブ、会報による情報伝達、クラブの歩み、 会員のホ
ームページ、会員の随筆など幅広く検索が出来、最新のニュー
スを知ることが出来る事を紹介しました。特に会報は第一号か
らデジタル化されています。

幹事報告・委員会報告
先週の土曜日の東京世田谷中多田利明幹事：

央 への訪問はピアノの生演奏もあり、大RC
変和やかで楽しい雰囲気でした。２次会の六本木ヒルスの夜景も素晴らしいかったです。翌日
の観光は橘さんはじめ本当に珍しいところへ行き素晴らしい観光の１日でした。

¥61,500- ¥382,842- ¥2,710,119-ニコニコ BOX 本年度累計 残高
よりニコニコボックスを頂戴致しました。有難うございます。 高崎ＲＣの皆高崎ＲＣ様 村田会長

様ようこそ金沢へお越し頂きました。これからも末永くお付き合いお願い致します。 高崎多田幹事

ＲＣの方々、ようこそ。また新しい人々と会えます。楽しみです。よろしく。 市川会長岩倉会員

はじめ高崎ＲＣの皆様ようこそいらっしゃいました。金沢をご堪能下さい。 （米山奨学委員）木場会員

高崎ＲＣの米山奨学委員長吉田様、ようこそ。又 よろしくお願い致します。 高崎Ｒ杵屋会員

木村会員Ｃの皆様ようこそ。今後も大きな友好の和が広がりますようよろしくお願い致します。

高崎ＲＣの皆様本日はようこそ！！ そして百万石の皆様、先日は東京例会と旅では御世話になりまし

た。今度は是非、誰も知らない群馬・高崎の旅を！！ 高崎ロータリーの皆さん、末永く金 会員

宜しくお願いします。 高崎ロータリーの皆様ようこそ、歓迎致します。今夜もどうぞよ申 会員

炭谷会員 藤間会員ろしく。 高崎ＲＣの皆様ようこそ。これから永く永くお付き合い下さい。

高崎ロータリーの皆様ようこそおいで下さいました。 高崎ロ水野会員

ータリークラブの皆様ようこそおいで下さいました。 高崎吉田昭生会員

魏 会員ＲＣの会員ご一同様ご遠方よりお出かけ頂き嬉しく思います。ごゆっくりして下さい。

熱烈歓迎。高崎ロータリークラブの皆様ようこそ！金沢へ。これからも末永く宜しくお願いします。

高崎ロータリークラブの皆様ようこそお越し下さいました。電話応対コンクール全国大会宮永会員

竹田会員の審査のため残念ながら例会を欠席します。次にお会いできる日を楽しみにしています。

高崎ロータリークラブの皆様かくも多数ご参加下さいまして有難うございます。晩秋の金沢を楽しん

点 鐘で行ってください。

～ 懇 親 会 ～

乾 杯
。だるまさんをいただきました



- 4 -

ラオスＩＴセンター設立プロジェクトについて 炭谷実行委員長活動報告

歓談

ロータリーソング
『 手に手つないで 』

閉 会

金沢８ＲＣ例会変更
金 沢 12/16（水） ： ～ ホテル日航金沢「クリスマスパーティ」 12/30水） 休 会RC 18 00

1/6（水） 休 会 1/13（水） （火）金沢 新年合同例会※? 1/12 8RC
金沢東 12/14（月） ： ～ 金沢スカイホテル「年忘れ家族例会」 12/28（月）休 会RC 18 30

1/4（月） （火）金沢 新年合同例会※? 1/12 8RC
金沢西 12/18（金） ： ～ 金沢都ホテル「家族親睦パーティー」 12/25（金）休会RC 18 00

1/8（金） ： ～金沢都ホテル「新年例会」 1/15（金）→ （火）金沢 新年合同例会12 30 1/12 8RC
金沢南 12/22（火） ： ～ ホテル日航金沢「年忘れ家族会」 1/5（火）休会RC 18 30

1/12（火）→ （火）金沢 新年合同例会※1/12 8RC
RC 18 30 1/12 8RC金沢北 12/17 木 ： ～ 松魚亭 年忘れ会 12/24 木 休会 1/14 木 → 火 金沢（ ） 「 」 （ ） （ ） （ ）

新年合同例会※
香林坊 12/21（月） ： ～ 金沢エクセルホテル東急「年忘れ家族会」12/28（月）休会RC 18 30

?1/4（月） 1/12火）金沢 新年合同例会? 8RC
みなと 12/22（火） ： ～ クラウンプラザホテル金沢 「年忘れ家族親睦例会」RC 18 00 ANA

1/5（火）休会 1/12（火）→ （火）金沢 新年合同例会※1/12 8RC
百万石 12/17（木） ～ホテル日航金沢 「年忘れ家族例会」 12/24（木）休会 （木）休会RC 19:00 12/31

1/7（木）→ ／ （火）金沢 新年合同例会※1 12 8RC
※ 金沢 ＲＣ新年合同例会 月 日（火） ： ～ ホテル日航金沢8 1 12 18 00

年次総会のお知らせ。
指名委員会において選出されました次年度の理事・役員を 会員の皆様から承認を頂きたく、万障繰り合わせの上
ご出席頂きますようご案内申し上げます。

19:00日 時 １２月３日（木）例会点鐘
19:30 20:00年次総会 ～

場 所 ホテル日航金沢 Ｆ「 オーキッドルーム」5
※ご欠席の場合でも、理事・役員への指名をさせて頂くこともあると思いますが、ご承諾下さいますようお願い致
します。

管理運営委員長 井口 千夏 親睦委員会年忘れ例会について

毎年恒例のビンゴゲームやオークションを企画しております。ラオスから買い付けした商品もオークションにかけ
ます。皆様お楽しみにご家族・ご友人などお誘い合わせの上、ご出席頂きますようご案内申し上げます。

日 時 １２月１７日（木） １９：００ 点鐘 （～２１：３０頃）
場 所 ホテル日航金沢 ３Ｆ 「ラ グランドウ ルミエール」
会 費 会員 円8,000
御同伴者（中学生以上） 円 子供（小学生以下） 円6,000 3,000

※子ども＠３０００は、お子様用１プレートのお料理になります。
〆 切 １２月１０日（木） ＦＡＸ２６２－２２４１ 以上

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp


