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《例 会日》毎週火曜日 12時30分〜13時30分

ロータリー：変化をもたらす

クラブのカラーを出そう

みんなでロータリーの歴史を学ぼう

会長 浜上
幹事 石野

満
茂

クラブ会報委員長
水野 義男
クラブ会報副委員長 津田 幸夫

１月のお祝い
◆誕生日◆
18 日 三野 裕会員
19 日 坂東久雄会員

12月12日

ゲスト
金沢南ＲＣ

宮本治郎会員

22 日
22 日
23 日
23 日
31 日

松本 要会員
津田幸夫会員
鍔 一郎会員
山本忠彦会員
三好研一会員

◆結婚記念日◆
15 日 高本昭二会員
16 日 柳原行生会員
◆皆出席表彰◆
34 年 平野忠泰会員
27 年 加藤英資会員
15 年 木下隆雄会員
11 年 木村正栄会員
10 年 岩本秀雄会員
3 年 石瀬貴昭会員
1 年 片岡洋一会員

1月

行事予定

16日（火） 50周年事務連絡会議 11:00
１月定例理事会 例会終了後
31日（火） ビジネスマナー講習会・夜間例会  17:30

12月19日

卓話予定

年忘れ家族会

1 月のロータリーレート

１ドル＝ 114 円

立食例会
1月16日
1月23日 「町長選挙と町行政について」
元押水町長 中西一順氏

金沢東（月）／ＡＮＡホリデイ・イン金沢スカイ 金沢香林坊（月）／金沢東急ホテル 金沢みなと
（火）／ANAクラウンプラザホテル金沢
金沢
（水）／金沢ニューグランドホテル
金沢北
（木）／松魚亭
金沢百万石（木）／ホテル日航金沢
金沢西（金）／金沢東急ホテル
※但し、金沢香林坊RCは18時30分点鐘、金沢百万石RCは19時点鐘です。

第 2348 回 平成 29 年 12 月 5 日（火） 雨
●ソング

君が代・奉仕の理想

●出

45名

席

12:30 〜 13:30
新保会員──────────────────────
休んでばかりです。

欠席/11名（他出席免除3名）

前回修正出席率
交換学生
●ビジター
●ニコニコボックス

87.27％

木村（正）会員─ ──────────────────
誕生日自祝。

アイザイア・ケネディ君

星山会員──────────────────────

浜上会員──────────────────────
本日のクラブ年次総会、ご承認ありがとうございまし

結婚記念日自祝。
小坂会員─────────────────────

た。

誕生日自祝。

石野会員──────────────────────

竹内（純）会員─ ──────────────────

先日ホテル日航金沢にて、娘の結婚式を無事終えまし
た。岡元洋人様並びにスタッフの皆様ありがとうござい

次女が12月に開催される全国中学校駅伝大会に出場。
石川県の代表として娘よガンバレ！！

ました。

本年度累計額

鍔会員───────────────────────

621,000円

結婚記念日のお祝いありがとうございました。
平野会員─ ────────────────────
入会月。

第 2349 回 平成 29 年 12 月 12 日（火） 曇り
●ソング

我等の生業

●出

38名

席

12:30 〜 13:30
岩井会員──────────────────────
宮本会員、ウラジオストク訪問の卓話期待しておりま

欠席/17名（他出席免除4名）

前回修正出席率

92.72％

●幹事報告

す。
岩本会員──────────────────────
昔の内灘砂丘米軍試射場反対闘争について、ＭＲＯ

・本日、例会終了後12月定例理事会を開催します。
・来週12月19日は夜間例会「年忘れ家族会」です。
ホテル日航金沢

点鐘18：30

・12月26日は休会です。

ラジオで来る1月2日午後8時から放送されます。当時の
話をしておりますので聞いてください。
奥田会員──────────────────────

●ニコニコボックス

来週の年忘れ会、よろしくお願いします。

浜上会員──────────────────────

本年度累計額

ウラジオストクの訪問報告の卓話、宮本治郎会員宜し
くお願い致します。
・マルチプルポールハリス・フェロー、認証状・バッジ贈
呈ありがとうございます。
石野会員──────────────────────
宮本会員、本日の卓話宜しくお願いします。

●卓

636,000円

話

「ウラジオストク訪問報告」
金沢南ＲＣ

宮本  治郎 会員

第 2350 回 平成 29 年 12 月 19 日（火） 晴
●ソング

それでこそロータリー

●出

39名

席

18:30 〜 20:45
岡元会員──────────────────────
親睦活動・出席委員会の皆様、本日は宜しくお願い致

欠席/17名（他出席免除3名）

前回修正出席率

81.81％

●幹事報告

します。
村西会員──────────────────────
親睦活動委員会の皆様、宜しくお願い致します。

・来週12月26日は休会です。
・新年１月９日の例会は、１月１１日の「金沢８ＲＣ新年合

大原会員──────────────────────
親睦活動出席委員会の皆さん、本日は宜しくお願い

同例会」に振替です。
ホテル日航金沢

４階

鶴の間

点鐘18：30

●ニコニコボックス

いたします。
園田会員──────────────────────
奥田委員長をはじめ、親睦活動出席委員会の皆様、

浜上会員──────────────────────
会員の皆様、今年一年ありがとうございました。来年
も皆様良い年を迎えられる事を祈っております。

本日は宜しくお願い致します。
宗守会員─────────────────────
親睦活動出席委員会の皆様、今日は家族で楽しみに

・奥田親睦活動・出席委員長はじめ委員の皆様「年忘
れ家族会」の準備ご苦労様でした。
塩梅会員──────────────────────

してきました。宜しくお願いします。
池田会員──────────────────────
今日は娘の18才の誕生日です。
“受験勉強がんばって

本日は、妻と娘と参加させて頂きます。親睦・出席委
員会の皆様宜しくお願いします。
中田会員──────────────────────

な！”パパは司会をがんばります。
小坂会員─────────────────────
親睦活動・出席委員会、奥田委員長はじめ、委員の皆

親睦委員会の皆さん、二人でお世話になります。
新保会員──────────────────────
ロータリー在籍30年自祝。

様、楽しみにしております。
木村（賢）会員─ ──────────────────
奥田委員長はじめ親睦活動出席委員会の皆様、本日

岩井会員──────────────────────
親睦委員会の皆様、ご苦労様です。
山田会員──────────────────────

の設営・運営ありがとうございます。
柳原会員──────────────────────
誕生日自祝。

親睦委員会の皆さん、お世話有難うございます。
津田会員──────────────────────

奥田会員──────────────────────
本日年忘れ会よろしくお願いします。楽しんでいただ

奥田委員長他、親睦委員会の皆様、ありがとうござい

ければ幸いです。メンバー一丸で設営がんばります。

ます。
野畠会員──────────────────────

祖泉会員─────────────────────
親親睦委員会の皆様、今夜は楽しませていただきます。

親睦委員の皆様、今夜はお世話になります。
鍋島会員──────────────────────

本年度累計額

親睦委員の皆様お疲れ様です。
酒田会員──────────────────────
今宵は娘と孫揃って参加しています。楽しみにしてお
ります。

●卓

707,000円

話

「年忘れ家族会」

・津田さん、先日麻雀大会のお世話ご苦労さまでした。
山森会員──────────────────────
親睦員会の皆様、今夜はお世話になります。

被選理事会議事録
平成29年12月12日（火） 12：00
●日 時
ホテル日航金沢  5階  梅の間
●場 所
●議 題
１．会場監督の選任
村西暢之会員を選任

12 月定例理事会議事録
平成29年12月12日（火） 例会終了後
●日 時
ホテル日航金沢  5階  梅の間
●場 所
●審議事項
１．社会奉仕委員会事業
講習会「役に立つビジネスマナーについて」承認

