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第1229回例会 11月 12日 例会

浅野会員・・・・２２日の天皇即位礼正殿の儀に皇居

★ソング…『我らの生業』

にお招き頂き十二単の皇族方のお姿に平安絵巻

★会長挨拶

を見ている様でした。当日は雨が激しかったので

★ビジター（敬称略）

すが天皇のお言葉の時には晴れて虹がでたのに

名古屋みなとＲＣ 芹澤 謙一

は驚きでした。豊明殿で行われた饗宴の儀にも

髙田 和裕

皇居にお招き頂き最前列で雅子様とお話させて

長瀬 廣幸

頂きました。「お体にお気をつけて下さいませ」と

村田 誠一

いいましたら「有難うございます」と答えて下さり

金沢西ＲＣ
★出席率

澤田 幸壮

７０．４５％

★年間賞（敬称略）

ました。美しく気品あるお姿に感動致しました。
前天皇の譲位にも２度皇居にお招き頂き最高の
年でした。

２０ヵ年 浅野 邦子
１８ヵ年 寺島

悟

１２ヵ年 安達

保

７ヵ年 田町 雄豊
１ヵ年 相良 明宏
★ニコニコボックス（敬称略）
名古屋みなとＲＣ会長芹澤様、会長エレクト髙田様
幹事長瀬様、副幹事村田様・・・・名古屋みなとＲＣよ
り会長以下４名訪問させて頂きます。
堀会員・・・・ハイディワイナリー高作義明様、本日の
卓話よろしくお願いします。
結婚記念日のお祝いありがとうございます。
中川会員・・・・名古屋みなとロータリーの皆様、よう
こそ。高作様本日の卓話よろしくお願い致します。
林会員・・・・㈱ハイディワイナリー会長高作さん卓話
を楽しみにしています。
藤下会員・・・・もう１０年になるのですね。名古屋み
なとＲＣの皆様ようこそお越し頂きました。当時、
調印式にサインさせてもらいました。これからも互

いに負担のない関係にて永く続きますよう念じま
す。
森岡会員・・・・久しぶりの参加です。本日の高作様
のお話楽しみにしています。

お誕生日のお祝を有難うございました。誕生日は
いくつになっても嬉しいものです。
２０ヵ年のお祝い有難うございます。ますます頑張
ります。
サッカー中野会員・・・・高作様本日の卓話楽しみに
しています。先日の土曜日アドプト道路清掃作業
おつかれ様でした。
安達会員・・・・年間賞ありがとうございます。
藤井会員・・・・お誕生日にお祝いありがとうございま
す。年は言えません！
本日は名古屋みなとロータリー会長はじめ皆様
ようこそお越し下さいました。金沢楽しんでくださ
いね！
青江会員・・・・高作様本日の卓話宜しくお願いしま
す。名古屋みなとＲＣの皆様、お久しぶりです。
今日はごゆっくりと！！
田町会員・・・・名古屋みなとロータリークラブの皆

様ようこそお越し下さいました。高作義明様
本日の卓話よろしくお願い致します。
寺島会員・・・・１、名古屋みなとロータリークラブ、
芹澤会長と皆様ようこそ金沢へ。
２、年間賞ありがとうございます。

高会員・・・・㈱トリプルウィン高作社長様本日の
卓話よろしくお願い致します。名古屋みなとロー

『卓
話』
★１１月２６日の卓話 『今更ですが・・・・

タリーの皆様本日はようこそ。

会社紹介と私の笑える不自由な生活。』

木下会員・・・・ハイディワイナリー応援してます。

四藤 美佐

会員

頑張って下さい。
安藤会員・・・・結婚祝いただき有難うございます。

★１２月 ３日の卓話 『なぜ私は金沢にいるのか』

水戸会員・・・・高作様 本日のワインの卓話楽しみ

能田 剛志

会員

です。また名古屋みなとＲＣの皆様ようこそです。
能田会員・・・・歓迎会ありがとうございました。
高作様本日の卓話よろしくお願い致します。
米森会員・・・・高作義明様本日の卓話楽しみにして

★１２月１０日の卓話
『私の野球人生 「逆転の発想」』
プロ野球解説者

笘篠 賢治 氏

います。
『お知らせ』

四藤会員・・・・先日のアドプト中野さん、皆様お疲れ
様でした。高作様、本日は宜しくお願い致します。

≪炉辺会合１グループ≫

山本会員・・・・先日はアドプトおつかれ様でした。

と き

１１月２６日（火）１９：００～

本日は高作義明様、宜しくお願い致します。

場 所

天狗中田本店 金沢市新竪町3-88

佐藤会員・・・・高作義明様、本日の卓話楽しみに

会 費

１０，０００円 (当日集めます）

しております。皆様いつもありがとうございます。
小林会員・・・・高作様、本日はありがとうございます。
田中会員・・・・高作様、本日の卓話楽しみにしてお

グループ１のメンバー
堀、中川、青江、西野、森岡、浅野、
藤下、北尾、田中

ります。

本日の合計額

５５，０００円

今年度累計額

４８２，０００円

≪年次総会≫
と き

１２月３日（火） 例会時

場 所

ANAクラウンプラザホテル金沢
３階 鳳の間

★卓 話 『ハイディワイナリーの創業者としての想い』
㈱トリプルウィン 代表取締役

高作 義明 氏

≪金沢８RC新年合同例会≫
日 時

２０２０年１月９日（木）
１８：３０～２０：００
場 所 ANAクラウンプラザホテル金沢３階
鳳の間
会 費
５，７００円 （全員登録）

いしかわわがまちアドプト制度 １１月9日
プランターづくりと道路清掃

金沢みなと会館付近にて

白山ロータリークラブ会長西川發子様、幹事藤田法暁

第1230回例会 １１月１９日 例会
第３２回 ５RC合同夜間例会

様・・・・本日の５RC楽しみに参りました。大いに懇親

★ソング・・・・『奉仕の理想』
★会長挨拶 金沢みなとＲＣ 会長 堀 勘四郎
★幹事報告 金沢みなとＲＣ 幹事 中川 乃布彦
★ニコニコボックス報告
★懇親会
・オープニング
加賀友禅特使
ユニットKotoha

を深めましょう。
野々市RC会長・幹事様・・・・５RC楽しみにしていました。
本日はお世話になります。
白山石川ロータリークラブ会長武藤一彦様、幹事 織部

資子様・・・・金沢みなとRCの皆様、５RCのお世話ありが
とうございます。たくさんの方と親交を深めて楽しい時間
を過ごしましょう。ご盛会お祝い申し上げます。感謝。
堀会員・・・・５RC合同夜間例会にご出席いただきありがと
うございました。

・挨拶

金沢みなとRC 会長 堀 勘四郎

中川会員・・・・５RC合同例会に御参加いただきましてあり
がとうございます。短い時間ですが、お楽しみ下さい。
青江会員・・・・５RC合同例会に参加ありがとうございます。
本日は宜しくお願い致します。

中野秀光会員・・・・５RC合同例会に御参加頂きありがとう
ございます。
田町会員・・・・５RC合同夜間例会にご参加頂きありがとう

・乾杯

パストガバナー

柳生 好春

ございます。

高会員・・・・５RC合同夜間例会にご出席いただきあ
りがとうございます。本日はよろしくお願い致します。
増江会員・・・・皆様ようこそみなとロータリークラブへ。
ありがとうございます。
佐藤会員・・・・５RC合同夜間例会にご参加くださり、
・中締め

白山石川ＲＣ会長

武藤 一彦

★ニコニコボックス
野々市RC柳生好春様・・・・本日楽しみにしていま
した。金沢みなとクラブの皆さまありがとうござい
ます。
ガバナー補佐宮永満祐美様・・・・５RC合同夜間例
会に参加して。

ありがとうございます。お楽しみくださいませ。
能田会員・・・・本日はようこそ一生懸命努めさせて
いただきます。
相川会員・・・・皆様ようこそ、みなとロータリークラブ
へ！本日は不手際のないようがんばります。
吉田会員・・・・皆様ようこそみなとロータリークラブ
へ！

金沢西RC会長高橋功様、幹事松本仁様・・・・本日

本日の合計額

４３，０００円

は年に一度の５RC合同夜間例会です。皆様と大

今年度累計額

５２５，０００円

いに親睦を深めたいと思います。
ご設営頂きました金沢みなとロータリークラブの
皆様、ありがとうございます。感謝をこめてニコニ

第７回 日台ロータリー親善会議 福岡大会

コへ。
２０２０年３月６日（金） １４：００～ 開会・式典
１６：００～記念講演
１７：３０～懇親晩餐会
会場

ホテルニューオータニ博多

登録料 ２万2,000円（晩餐会、記念誌含む）
詳細はロータリーの友１０月号P42
申し込み締め切りは、11月27日まで事務局へ

