第 1697 回例会

１月２９日（木）曇り 12：30 〜 13：30

私の年度も半分を過ぎ、そろそろＣＬＰを考える時
期となりました。本日は次年度の理事・組織を審議
頂き、クラブフォーラムで話し合いましょう。
安宅君、越田君
２５ヶ年皆出席顕彰を受けて。
瀧川君 ロータリーに入会して早３年。これからも宜しくお
願い致します。
中田（秀）君
誕生日プレゼントに、お菓子を有難うございます。
合計８，
０００円（累計６６６，
０００円）

松魚亭

１．講 話
オフィス・キャン・ドゥ 代表 宮永満祐美氏
「中堅社員の活性化のためには
〜社員のモチベーションをあげる〜」
２．出 欠
出席３４名 欠席２１名
出席率６１．
８１％ ビジター６名
３．来訪者（敬称略）
金 沢ＲＣ 安藤三男
金沢東ＲＣ 不破幸夫
金沢西ＲＣ 小林 洋
金沢南ＲＣ 野畠耕之介
みなとＲＣ 堀川善昭
百万石ＲＣ 宮永満祐美
ニコニコボックス
磯野（洋）君
宮永満祐美さんを迎え、職業奉仕の土台でもある
会社の経営の大切な社員の活性化について学びま
しょう。
瀧川君 宮永満祐美さんのお話を楽しみにしています。宜
しくお願い致します。
松田君 久しぶりに出席をさせて頂きます。お陰様で、２０
カ年の顕彰を頂きました。有難うございました。
合計１２，
０００円（累計６５８，
０００円）

理 事 会 報 告
平成２１年１月２２日（木）出席者１８名

◆審議事項
①半期決算報告
②年忘れ会決算書報告
③退会会員の件
平成２０年１２月末日付 俵君、五十里君
④次年度組織変更の件
⑤その他
◆各委員会報告
・例会委員会 金沢百万石ＲＣ合同例会
２月２６日（木）１９時より 松魚亭にて
・企画委員会 ２月１２日（木）泉鏡花記念館見学

2 月・3 月の例会変更・休会のご案内
……………………金沢ＲＣ……………………
２月４日
（水）
１８：００〜 金沢ニューグランドホテル「節分の会」
……………………金沢東ＲＣ……………………
２月２日（月）１８：００〜 松魚亭「新春懇親例会」
……………………金沢南ＲＣ……………………
３月３日（火）１６：００〜 ホテル日航金沢 ４０周年記念例会
３月３１日（火） 休会
……………………金沢北ＲＣ……………………
２月２６日（木）１９：００〜 松魚亭 百万石ＲＣ合同例会
３月１９日（木）休会
…………………香林坊ＲＣ…………………
２月１６日（月）休会
３月３０日（月）休会
…………………みなとＲＣ…………………
３月３１日（火）休会
…………………百万石ＲＣ…………………
２月２６日（木）１９：００〜 松魚亭 金沢北ＲＣ合同例会
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第
回例会 クラブ年次総会
２月５日（木）晴れ 12：30 〜 13：30
松魚亭
１．クラブフォーラム
ＣＬＰとは何か、活かせないか
２．出 欠
出席３０名 欠席２５名
出席率５４．
５５％ ビジター２名
３．来訪者（敬称略）
金沢西ＲＣ 辻 卓
香林坊ＲＣ 宮竹潤成
４．皆出席顕彰（敬称略）
２５ヶ年 安宅雅夫、越田和好
７ヶ年 横井清治
３ヶ年 瀧川眞人
５．幹事報告
・ポールハリスフェロー（木下君・勝田君）へ盾、マルチプル・
ポールハリスフェロー（濱井君３回目・中田秀雄君２回目）
へバッチ贈呈
６．お誕生日祝い（敬称略）
１０日 中田秀雄 中川茂樹
２４日 松平敦實
２９日 山上公介
７．ご結婚記念日祝い（敬称略）
４日 中田龍一
２３日 松平敦實
２５日 横井清治
２６日 中村芳明
ニコニコボックス
磯野（洋）、中村（實）君
会

長：磯野

1 月クラブ日誌
１３日（火） 金沢８ＲＣ新年合同例会
ホテル日航金沢にて
２２日（木） １月定例理事会
松魚亭にて

講 話 予 定
２月１９日（木）
松田忠秋君
木村功一君
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金沢百万石ＲＣ合同夜間例会
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昨年１２月１８日（木）、２００８年の最終例会に続き午後６時半より、会員・ご夫人同伴で計５８名という多数のご
参加をいただき年忘れ会が盛大に開催されました。
「景気が今ひとつの中ではありますが、年忘れ会は元気にそして大いに盛り上がってやりましょう！」との磯野
会長の音頭で乾杯し、会がスタートしました。
また年忘れ会の前には我クラブの大きな特色でもある、会員作家の皆様のご協力による作品展も例年同様開催さ
れました。特に今年は普段では触れることも憚れるお宝の点鐘の「銅鑼」が魚住会員の提案もあって特別展示され、

１月２０日（火）主計町の「みふく」にて、２１名の参加のもとゴルフ同好会の新年会が開催されました。
佃同好会会長のご挨拶に続き、大村前会長の乾杯のご発声により開宴。
寒いこの時期のカキは絶品で、とくに「みふく」のカキ鍋はホッペタが落ちるほど美味しく、また今回は「肉鍋」
も用意して頂いたのですが、これもまた美味しく大満足。一行は、二次会「仲乃家」へ。
次回はぜひ妻を連れて来ようとの声もあり、冷え切った（？）夫婦関係も「みふく」の鍋でホカホカに温まるこ
と間違いなしでしょう。

試しに打ってみる会員もみられました。（そういう小生自身打たせていただき感激しました。）大場名誉会員に色紙
を特別出展いただき、魚住、長谷川、二塚、瀧川各作家の会員の皆様には作品のご出展はもとより、スタートの３
時間前より作品展準備のお手伝いもいただき、またニコボックスへのご協力も賜り、誠にありがとうございました。
会報をお借りして改めてお礼申し上げます。
開会挨拶と会長の乾杯の後、ゲストとしてお招きしたチャーリー浜と松福亭二幹さんのステージで大いに盛り上
がり、 なぞかけ

で正解した参加者には吉本興業の番付がプリントされた手拭がプレゼントされる一幕もありま

した。が、二幹さんの名前はその中には見当たりませんでした、残念！
その後は皆様に大いに歓談をいただき、また長谷川会員の解説と進行による作品展の抽選会で、またまた大いに
盛り上がり、美味しい食事もあり楽しく賑やかに進行されました。
またご勇退を表明されたチャーターメンバーのお一人である俵会員から思い出話を含めご挨拶を頂き、同じく
チャーターメンバーである米澤会員より労いのお言葉をいただきました。俵会員の永年に亘るご功労に感謝すると
ともにますますのご健勝をお祈りいたします。
なお米澤会員からはチャーリー浜に触発されてか、洒脱な小話もご披露いただき一同ニヤッと…、ありがとうご
ざいました。
安宅会長エレクトの閉会のご挨拶の後、
「手に手つないで」を参加者全員で唱和し、盛大に盛り上がった 年忘れ会
がお開きとなりました。
みなさま、ご協力誠にありがとうございました。
今年も「明るく、元気に、前向きに！」頑張ってまいりましょう。

第 1696 回例会

1 月 22 日（木）晴れ 12：30 〜 13：30 松魚亭

１．講 話
日本銀行金沢支店 支店長 森 俊彦氏
「最近の金融経済動向」
２．出 欠
出席３３名 欠席２２名
出席率６０％ ビジター６名
３．来訪者（敬称略）
河北南ＲＣ 木村 誠 高井秀司
金 沢ＲＣ 森 俊彦 河野良三
金沢南ＲＣ 中谷啓一
香林坊ＲＣ 石村都喜雄
４．幹事報告
・河北南ＲＣより ＩＭ（都市連合会）のお願い

ニコニコボックス
河北南ＲＣ
本日はＩＭ開催のご案内と、登録のお願いに参りま
した。多数のご参加をお願い致します。
磯野（洋）君、中村（實）君
日本銀行金沢支店長の森俊彦氏を迎え、経済のお
天気が「嵐」と表現される原因と現状についてお
話を伺いたいと思います。今後どうなるのでしょ
うか？
中村（芳）君
父の葬儀にご会葬いただき、有難うございます。
小泉君 誕生祝い、結婚記念日祝い有難うございました。
家族で美味しく頂きました。
合計１２，
０００円（累計６４６，
０００円）

