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金沢みなとロータリークラブ

会 長 藤井 佳代子

幹 事 青江 栄治

クラブ会報・広報・雑誌委員長 川端 良次

副委員長 佐藤 大助

クラブ目標 『誇れるロータリアン』

第1190回例会 １２月１１日 例会

★ソング…『君が代』

『奉仕の理想』

★会長挨拶

★ビジター（敬称略）

金沢南ＲＣ 園田 貴之

奥田 孝行

★出席率 60.877％

★ニコニコボックス（敬称略）

金沢南ＲＣ園田貴之様、奥田孝行様・・・・本日は、金

沢南ロータリークラブ５０周年記念事業のＰＲにうか

がいました。よろしくお願いいたします。

青江会員・・・・小西敦子様本日の卓話楽しみにして

おります。

松川会員・・・・小西敦子様本日はお忙しい卓話に来

て頂き誠にありがとうございます。卓話楽しみにし

ています。

堀会員・・・・小西敦子様本日の卓話よろしくお願いし

ます。

尾崎会員・・・・小西様本日はようこそ卓話大変楽しみ

です。宜しくお願い致します。

寺島会員・・・・先日も親睦旅行では当社のご利用あり

がとうございました。

増江会員・・・・小西様本日の卓話どうぞよろしくお願

い致します。

松井会員・・・・小西敦子様本日の卓話楽しみにしてま

す。

『新春のご挨拶』

会長 藤井 佳代子

新年明けましておめでとうございます。

皆様には心穏やかに新春お迎えにな

られたことと存じます。

日に新た

心静かに年が明けて、

心静かに新年の計を立てる。
まずはめでたい新春の朝である。

ゆく年の疲れをいやしつつ、
去りし日の喜びを

再びかみしめている人もあろうし、
あるいは過ぎし年の憂き事に

しばしの感慨をおぼえている人もあろう。

人はさまざま。

人のさだめもその歩みもまたさまざま。
さまざまななかに、

さまざまな計が立てられる。

そんななかでも大事なことは、

ことしは去年のままであっては
ならないということ、
きょうは昨日のままであっては
ならないということ、
そして明日はきょうのままであっては
ならないということである。
万物は日に新た。
人の営みもまた、天地とともに
日に新たでなければならない。

憂き事の感慨はしばしにとどめ、

去りし日の喜びは、

これをさらに大きな喜びに変えよう。
たちどまってはならない。

きょうの営みの上に明日の工夫を、

明日の工夫の上に、あさっての新たな思いを。
そんな新鮮な心を持ち続けたい。
そんな思いで、この日この朝を迎えたい。

松下 幸之助 「この日この朝」より

昨年 親睦委員の皆様のお世話で、パナソニックミュージ

アム松下幸之助歴史館を訪ねる機会頂きました。

人として経営者として、反省と学びのひと時でした。

そうしたこともあり、私の心に響いた新春の言葉をご案内させ

て頂きました。

皆様と共に、金沢みなとロータリーの更なる奉仕に尽くしたい

と思っております。

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

平成三十一年 元旦



田中会員・・・・印象美プロデューサー小西敦子様、

今日の卓話楽しみにしております。

相川会員・・・・先週の誕生日の御祝ありがとうござい

ました。４５歳にありました。

小西様本日の卓話よろしくお願い致します。

吉田会員・・・・印象美®プロデューサー小西敦子社長

様、本日の卓話楽しみにしております。

米森会員・・・・小西様本日の卓話宜しくお願い致しま

す。

尾岸会員・・・・小西敦子様本日の卓話宜しくお願い致し

ます。先日の旅行楽しかったです。

本日の合計 19,500円

今年度累計額 497,000円

★卓 話

『ひとと風景がアートになる、印象美なまちづくり』

株式会社WORDROBE（ワードローブ）代表取締役

印象美®プロデューサー 小西 敦子 氏

★ソング・・・・『奉仕の理想』

★会長挨拶

★秋の叙勲 御祝

旭日双光章 神谷会員 旭日単光章 浅野会員

★西口料理長へ感謝品贈呈

年忘れ家族親睦例会

第1191回例会 １２月 １８日

★家族賞（敬称略）

安達会員

青江会員家族

村山会員

田町会員

★年間賞（敬称略）

３０ヵ年 若松会員

８ヵ年 藤井会員

★出席率 76．09％

★ニコニコボックス（敬称略）

藤井会員・・・・親睦委員の皆様本日までのお世話

ありがとうございます。たくさんの方にご参加頂き

楽しみです。

年間賞ありがとうございます。早いもので８年たち

ました。皆様のお導きのおかげです。

青江会員・・・・親睦委員の皆様、本日はお世話様です。

楽しませて頂きます。

青江初美様・・・・本日はお世話になります。家族賞を

頂きありがとうございます。

堀会員・・・・親睦の皆様本日はお世話になります。

皆んなで楽しみましょう。

神谷会員・・・・本日は、思いがけず秋の叙勲・旭日双光章

のお祝い誠にありがとうございます。私は旭日双光章

の全国代表として、文部科学大臣より表章状と勲章

を戴き、勲章を着けて皇居に入り、天皇陛下に拝謁

の栄を戴きました。此れも、皆様方の暖かいご支援・

ご協力のお陰と感謝申し上げます。

浅野会員・・・・経済産業省より叙勲頂きました。皆様の

おかげです。又、頑張ります。

親睦の皆様、今日は御苦労様です。毎日忙しい中、

楽しませて頂きます。

年間賞有難うございます。

北尾会員・・・・半年間お世話になります。

通善会員・・・・親睦委員の皆様お世話になります。

メリークリスマス。

杉本会員・・・・親睦委員長はじめ、委員の皆様、本日は

お世話になります。

寺島会員・・・・高委員長、親睦の皆様今日もお世話に

なります。

高会員・・・・本日は多勢ご参加ありがとうございます。

最後までお楽しみください。



藤下会員・・・・高親睦委員長をはじめ親睦委員の皆様

のお蔭で年忘れ家族夜間例会を楽しませて貰います。

若松会員・・・・年間賞ありがとうございます。孫と年忘れ

家族親睦例会楽しみます。

安達会員・・・・高委員長はじめ親睦の皆さん本日はよろ

しくお願いします。

勘田会員・・・・メリークリスマス 本日は宜しくお願いし

ます。

園部会員・・・・今日は長男と来ました。３才の時から来て

ますので慣れたもんです。

小林会員・・・・親睦の皆様、どうぞよろしくお願い致します。

増江会員・・・・親睦委員会の皆様、素敵なクリスマスパ

ーティーを準備して頂きありがとうございます。

田中会員・・・・メリークリスマス！！親睦委員会の皆様

ありがとうございます。

木下会員・・・・本日は皆さんと楽しい年忘れを過ごさせ

て頂きます。

相川会員・・・・本日は楽しみましょう。

佐藤会員・・・・第２６回年忘れ家族親睦例会＆懇親会

大成功することを祈念申し上げます。親睦委員の

皆様盛り上げて行きましょう！！

吉田会員・・・・親睦委員の皆さんメリークリスマス盛り上

がっていきましょう！

奥川会員・・・・今日は日頃の罪滅ぼしのため夫婦で来

ました。年忘れ家族親睦例会楽しみにしてます。

松井会員・・・・今日は年忘れ楽しみにしてます。

浅野様、神谷様叙勲おめでとうございます。

本日の合計額 ７６，０００円

今年度累計額 ５７３，０００円

年忘れ家族親睦例会 平成３０年１２月１８日（火）



第1192回例会 １月 ９日

金沢８RC新年合同例会

《 例 会 》

ご 祝 儀 『連獅子』 三茶屋街芸妓連

点 鐘 金沢香林坊RC会長 諸江 隆

ソング 「君が代」 「奉仕の理想」

ホスト・クラブ 会長挨拶

金沢香林坊RC会長 諸江 隆

点 鐘 金沢香林坊RC会長 諸江 隆

《 懇 親 会 》

乾 杯 RＩ第2610地区ガバナーエレクト 松本耕作

中締め RＩ第2610地区石川第１分区Ａガバナー補佐

松本 要

閉宴挨拶 次期ホスト・クラブ

金沢みなとRC会長 藤井佳代子

ロータリー財団地区補助金事業 スポーツ（バスケット）を通じた青少年奉仕

Ｕ－１５ アカデミークリニック 平成30年12月19日（水） 野々市市スポーツセンターにて

『 卓 話 』

★１月１５日の卓話

『グローバルとローカライズ

～胃袋を掴むおいしい観光戦略～ 』

フードアナリスト 雅珠香 氏

★１月２２日の卓話

『人生大波小波』

★２月 ５日は親子クラブ夜間例会のため昼の例会は

ありません。

★２月１２日は休会となります。

★２月１９日の卓話

日本画家 前田 有加里 氏

『お知らせ』

≪定例理事会≫

日時 １月１５日（火） １３：４０～

場所 ANAクラウンプラザホテル４階

≪ミニバスケットボール大会観戦≫

日時 １月２０日（日） ８：４０～１６：００頃

場所 金沢市総合体育館

≪親子クラブ夜間例会（金沢西・金沢みなと）≫

日時 ２月５日（火） 午後６時 点鐘

場所 金沢茶屋

金沢市本町2-17-21

会費 10,000円


