６日 越田和好
１５日 橋本和雄
１７日 小川克己
１８日 木村功一
２２日 佃 一成
２３日 松本範夫
３１日 森
大
６．ご結婚記念日祝い（敬称略）
２日 磯野洋明
５日 深山 彬
６日 米澤修一
１３日 坪田良三
１９日 内堀 茂
２２日 小川克己
ニコニコボックス
磯野（洋）、中村（實）君
米山奨学生のアミナ・サラワトご夫婦をお迎えし
ました。来月６月にご出産との事。安産とご家庭
のお幸せを願っています。今日は、日経新聞社金
沢支局長の岡本文雄氏のお話をお聴きします。
瀧川君 本日の講師の岡本文雄さん、ご苦労様です。北陸
新幹線をどのように料理されるのか楽しみです。
佐賀君 ５ヶ年の皆出席顕彰を頂きました。よく出席でき
たと思います。
水巻君、油井君
２ヶ年の皆出席顕彰を頂きました。有難うござい
ました。
中村（實）君
娘が去る５月５日に結婚致しました。嬉しくもあ
り、寂しくもあり…皆様に感謝いたします。
大村君 先般のゴルフコンペでは、何かの間違いで優勝し
てしまいました。有難うございました。
小間井君
良い気候になりました。ご無沙汰しておりました。
その間に少しいい事がありました。
吉井君 設計監理を担当した大野湊神社の能舞台が本日「お
ひろめ」の祝を迎えました。
越田君、松本君、木村君
お誕生日のお祝い、有難うございます。
小川君 誕生日と結婚記念日の月が一緒にきました。いい
季節に感謝です。
合計３３，
０００円（累計８１０，
０００円）

5 月後半・６月の例会変更・休会のご案内
……………………金沢ＲＣ……………………
５月２７日（水）チャリティーオークション １８：００〜
金沢ニューグランドホテル
……………………金沢西ＲＣ……………………
６月２６日（金）最終夜間例会 １８：００〜 金沢都ホテル
……………………金沢南ＲＣ……………………
６月２３日（火）最終夜間例会 １８：３０〜 つば甚
６月３０日（火）定款第６条第１節（Ｃ）により休会
……………………金沢北ＲＣ……………………
６月２５日（木）最終夜間例会 １８：３０〜 松魚亭
……………………香林坊ＲＣ……………………
５月１８日（月）地区協議会に振替のため休会
６月１５日（月）やれやれ会 １８：３０〜
金沢エクセルホテル東急
６月２９日（月）定款第６条第１節（Ｃ）により休会
……………………みなとＲＣ……………………
５月２６日（火）
「角間の里」での例会 １２：３０〜 角間の里
……………………百万石ＲＣ……………………
６月２５日（木）→２７日（土）に振替
※ビジターは日航ホテルにてサインのみ受付
『今年度慰労例会』１８: ３０〜 於：松魚亭

第 72 回 北遊会麻雀大会成績
平成２１年４月１６日（木）ソシアルにて
優 勝
第２位
第３位
Ｂ Ｂ

理

事

会

報

第 102 回ゴルフコンペ成績

O
I
G
優 勝 大村 精二 ４９ ４９ ９８
準優勝 岡田
進 ５１ ４３ ９４
第３位 川面 正雄 ４４ ４４ ８８
第４位 松本 範夫 ４６ ４８ ９４
第５位 中村 實博 ４６ ４５ ９１
第１
０位 高畠 菊丸 ５６ ４９ １０５
Ｂ Ｂ 米澤 修一
ニアピン
水巻、上田（２）
ドラコン
米澤
ベスグロ
水巻

松魚亭にて
松魚亭にて
津幡にて

告

６月４日（木）
クラブ・フォーラム

②ガバナー協力金
金沢８ＲＣ会員は一人当たり５,０００円の協力金を拠出す
る。拠出法は、会長・幹事に一任。
②その他
・磯野会長より、いままでのクラブフォーラムを振り返っ
て。
長：磯野

N
７３
７６
７６
７９
７９
８１

５月２８日（木）
米澤修一君・的場晴次君

神田秀樹氏（サントリー北陸支店長）
屶網大介氏（中山博久法律事務所）

会

H
２５
１８
１２
１５
１２
２４

講 話 予 定

平成２１年５月１４日（木）出席者１８名
◆審議事項
①新会員の件

進吾
俊彦
和吉
俊之

平成２１年５月１０日（日）金沢セントラルゴルフクラブ

4 月クラブ日誌
２日（木） ４月定例理事会
９日（木） お花見夜間例会
１９日（日） 都市連合会

磯野
汐井
木下
長原

６月１１日（木）
長谷川塑人君

洋明

Ｓ Ａ Ａ：中村

芳明

会長エレクト：安宅

雅夫

会

計：中田

龍一

副 会 長：畠

善昭

広報委員長：小泉

幸雄

幹

事：中村

實博

会 員 数：５５名

副 幹 事：汐井

俊彦

クラブ設立：昭和４８年１０月３日

例 会 日：木曜日 １２：３０〜１３：３０
例 会 場：松魚亭 金沢市東山１−３８−３０
TEL〈０７６〉２５２-２２７１ FAX２５２-２２７３
事 務 局：金沢市尾山町９−１３・金沢商工会議所内
TEL〈０７６〉２２２-２５２５ FAX２２４-２８８２
Ｅ -mail:k-kitarc@angel.ocn.ne.jp

ROTARY CLUB OF KANAZAWA-NORTH

2009年 5月 21日
（木）

第 841号

ロータリー 2008-2009 ：−夢をかたちに−

R.I 会長

リ

ドンカン

李 東 建

ROTARY 2008 - 2009 ： Make Dreams Real

地区協議会に参加して
会長エレクト

米山奨学生のご紹介
安 宅 雅 夫
氏名：アミナ・サラワト
国籍：バングラデシュ

前日からの小雨がきっと幸いしたのでしょう。行きたい所も有ったでしょうが、曲げて次年度の会務のスムー
ズな執行・運営のためご出席いただきました会員各位に、深く謝意を表します。ありがとうございました。そして、

学校名：金沢大学医学研究科（脳医科学専攻）

お疲れさまでした。

奨学期間：２００９年４月〜２０１１年３月
カウンセラー：桜田鉄次

協議会の標題に「２００９−２０１０年度のための」と大書してあるのは、明瞭に目的が理解できるという観点では
とても素敵な事とおもいますが、ちょっと複雑な心境でもありました。
次期地区ガバナーがＲＩ会長の年次テーマを受け、地区の運営方針を内外に広く周知せしめ、その理解と協力を
呼びかけるセレモニーとしてだけの集会なら、あのスタイルが妥当なのかもしれません。
北ＲＣの責任者とすれば、ＲＩの方針は大切で基本ではあるものの、われわれの思いを制限するほどの強制力は
有してはいないはずと考えている者として、多少の反発も禁じ得ないといったところでした。
ただ、不遜な物言いかもしれませんが、次期中川ガバナーのお考えは十分理解も同調もしますし、どちらかと
云えば小生に近いと思いますので、まことに心強いところではあります。
開催中すばらしい出来事がありましたので、紹介いたします。
中川次期ガバナーが所信表明をされていた時の事です。
熱意をもって、丁寧に所信を述べられかなり時間を費やしていたこともあり、予定された持ち時間で大丈夫か
なと心配したその時、Ｓ.Ａ.Ａ. が一言…。
「エレクト、申し訳ありませんが時間がまもなく参りますので、時間内にてお願いします。」
ＲＣの役割を、ひとり一人が責任をもって果たす。この集まりがＲＣであると感じました。このところのどちら
が主体の会議なのか誰の、何のための大会なのかを考えてしまうのものがある中で、痛快でありました。
また、最後のガバナー所感で高柳ガバナーから次期のガバナーノミニーの選考がいまだなされないことに遺憾
ではあるが同時に、各クラブの輩出責任を問うかなり激しい発言があり、近年では面白い（ごめんなさい）協議会
であったと参加の各位に思っていただけたことが、せめてものお土産でありましたと報告したら、ガバナー事務
局から抗議をうけるでしょうか。
ホストされた香林坊ＲＣには、深い敬意を表します。
主催者側（特別出席者を含む）に対する配慮より、参加したフロアーメンバーに気を遣い、ホスピタリティに満
ちた運営に感謝いたします。
８ＲＣ合同新年例会には、そんな精神で臨むことにします。
最後に、ご参加の各位にはお名前を紹介し、感謝の気持ちに代えさせていただきます。
高畠菊丸 木下和吉 中村寛博 越田和好 米澤修一 長谷川塑人 濱井弘利 佐賀 務 水巻啓光 辻 利陽
油井敏男 奥田久雄 桜田鉄次 内堀 茂 中川茂樹 汐井俊彦

安宅雅夫

第 1707 回例会

４月２３日（木）晴れ 12：30 〜 13：30

（敬称略）

松魚亭

１．講 話
会員 玉田善明君 小泉幸雄君
２．出 欠
出席３２名 欠席２３名
出席率６０.３８％ ビジター８名
３．来訪者（敬称略）
金沢東ＲＣ 高羽国広
金沢西ＲＣ 坂本藩應
金沢南ＲＣ 山本 茂
河原善一
高桑邦夫
大竹正信
北川泰信
中谷啓一
４．幹事報告
・例会終了後、次年度クラブ協議会開催
ニコニコボックス
金沢南ＲＣ 大竹君
奥田さん、いつもお世話になります。本日は南の
メンバーがお邪魔に上がりました。
磯野（洋）、中村（實）君
今年は桜を充分に楽しみました。五月の連休に向
けて、残りの春を味わっています。
瀧川君 玉田さん、小泉さん、今日のスピーチ宜しくお願
い致します。
自己アピールを楽しみにしています。
玉田君、小泉君
本日の私の講話、軽く聞き流して下さい。
桜田君 野菜作りを始めて３年目になります。旬のアスパ
ラが今年より収穫できるようになりました。疲労
回復に良いとされるアスパラギン酸が含まれてお
ります。ご賞味くださいませ。太いの細いの、色々
ですが…。
越田君 先日、胆石の手術を行いました。その節はクラブ
よりお見舞いを頂き、有難うございました。お陰
様で全快致しました。
水巻君 父の会葬御礼として。お忙しいところ、有難うご
ざいました。
合計２６，
０００円（累計７７０，
０００円）

第 1708 回例会

４月３０日（木）晴れ 12：30 〜 13：30

松魚亭

１．講 話
会員 高岡昇君 中村芳明君
２．出 欠
出席３９名 欠席１６名
出席率７３．
５８％ ビジター１名
３．来訪者（敬称略）
金沢西ＲＣ 小林 洋
ニコニコボックス
磯野（洋）君、中村（實）君
世界の経済は、既に大風邪をひいているのに、こ
のうえ豚インフルエンザの発生とは何ということ
か。ニコボックスには馴染みませんが…。
瀧川君 高岡昇さん、中村芳明さん、今日の講話よろしく
お願いします。
高岡君、中村（芳）君
本日、講話させて頂きます。
合計７，
０００円（累計７７７，
０００円）

第 1709 回例会

５月１４日（木）晴れ 12：30 〜 13：30
１．講 話
日本経済新聞社金沢支局長 岡本文雄氏
「北陸新幹線開業 - 期待と課題」
２．出 欠
出席３９名 欠席１６名
出席率７３．
５８％
３．皆出席顕彰（敬称略）
５ヶ年 佐賀 務
２ヶ年 水巻啓光
油井敏男
４．幹事報告
・米山奨学生 アミナ・サラワトさん紹介
・例会終了後、理事会開催
５．お誕生日祝い（敬称略）

松魚亭

