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金沢みなとロータリークラブ

会 長 堀 勘四郎

幹 事 中川 乃布彦

クラブ会報・広報・雑誌委員長 山本 哲史

副委員長 田中 和昭

クラブ目標 『心をつなぐ』

★ニコニコボックス（敬称略）

堀会員・・・・笘篠様みなとＲＣにようこそ。本日の

卓話楽しみにしております。

中川会員・・・・笘篠様、本日の卓話宜しくお願い致し

ます。

青江会員・・・・笘篠賢治様本日の卓話楽しみにして

おります。選手時代の活躍を良く覚えています。

高会員・・・・笘篠賢治様 本日の卓話よろしくお願い

申し上げます。

小林会員・・・・笘篠様、本日の卓話よろしくお願い

いたします。

村山会員・・・・笘篠様、本日の卓話よろしくお願い

します。

増江会員・・・・笘篠様、本日の卓話楽しみにしており

ます。どうぞよろしくお願い致します。

水戸会員・・・・笘篠賢治様本日の卓話楽しみです。

バスケット中野秀光様・・・・笘篠賢治様本日の卓話

楽しみにしております。宜しくお願い致します。

松井会員・・・・誕生日と結婚記念のお祝いありがとう

ございます。笘篠様本日の卓話宜しくお願いします。

佐藤会員・・・・笘篠様、本日の卓話楽しみにしており

ます。皆様、お体ご自愛ください。

田中会員・・・・笘篠賢治様、本日の卓話楽しみにして

おります。

本日の合計額 １４，０００円

今年度累計額 ５９２，０００円

『新年の言葉』

こころざし き すい

志は、 気の帥なり
－孟子・公孫丑上―

会長 堀 勘四郎

新年、明けましておめでとうございます。

令和最初のお正月、皆様いかが過ごされましたか？

年号が変わったこともあって、例年以上にこころ改まり

、期すものがあったのではないでしょうか？

子供の頃にはよく、「一年の計は元旦にあり」と教えら

れました。殊勝にも、「勉強を頑張ろう」「日記をつけよう

」「皆と仲良くしよう」などと誓いをたて、年賀状に書き、

初日の出に誓い、初詣で神様にお願いをしました。

そんな気持ちを懐かしく思い出します。

白山比咩神社のホームページの今月の言葉に

志は、気の帥なり －孟子・公孫丑上－

志というものは、気を率いていくものであります。

志を立てれば、やる気、本気が後ろからついてきて、

元気になります。

年の初めにあたり、自分自身の目標を立てましょう。

とあります。

加えて、今年は、日本にロータリークラブが出来て100

周年にあたる記念の年です。1905年、シカゴにポール・

ハリスらによって、ロータリークラブが出来ました。その

15年後、米山梅吉、福島喜三次らの熱意、尽力によっ

て、東京ＲＣが誕生しました。以来、100年。多くの先輩

ロータリアンの熱意、尽力によって、日本のロータリー

クラブは、成長を続けています。今年は、その原点に

立ち、未来を見つめる良き機会です。

奉仕活動や、職場、家庭に志を立て、金沢みなとロータ

リークラブが、元気になるよう、共に歩みましょう。

本年も、よろしくお願いします。

追伸 私は、日記を始めました。その日に心に残った言

葉を掲げる、“ほぼ日・日記”です。この頃字を書くこと

がめっきり少なくなり、漢字をどんどん忘れていくので、

半分はボケ防止。

第1233回例会 12月 10日 例会

★ソング…『我らの生業』

★会長挨拶

★ビジター（敬称略）

金沢ＲＣ 森 泰夫

★出席率 ７９．５５％

★年間賞（敬称略）

31ヵ年 若松 明夫

9ヵ年 藤井 佳代子



★ソング…『奉仕の理想』

★会長挨拶

★家族賞（敬称略）

松川 篤裕

山本 哲史

★西口洋食副料理長へ感謝品贈呈

★米山功労者の表彰

第5回米山功労者

藤下会員

第1回米山功労者

増江会員

★ニコニコボックス（敬称略）

堀会員・・・・親睦委員の皆様、お世話様です。

楽しませていただきます。

中川会員・・・・増江親睦委員長はじめ親睦委員の

皆様、本日は楽しませて頂きます。

西野会員・・・・親睦の皆様、本日はお世話になります。

サッカー中野会員・・・・メリークリスマス親睦の皆さん

今日はお世話になります。

年忘れ家族親睦例会

第1234回例会 １２月 １７日

青江会員・・・・増江委員長、親睦の皆様本日は夫婦

で楽しませて頂きます。“ありがとう”

安達会員・・・・親睦の皆様本日はお世話になります。

藤下会員・・・・親睦委員の皆様、年忘れを楽しませて

貰います。あんやとー。

北尾会員・・・・元気でがんばります。

通善会員・・・・親睦委員の皆様お疲れ様です。

メリークリスマス！

表会員・・・・親睦委員会の皆様お世話になります。

又、一年間ありがとうございました。

浅野会員・・・・親睦委員会の皆様、本日はお世話に

なります。一年の〆くくり、楽しませて頂きます。

林会員・・・・親睦委員のみなさま今日はお世話になり

ます。

松川会員・・・・今年一年ありがとうございました。

本日親睦委員皆様お世話になります。

勘田会員・・・・親睦の皆様、本日は宜しくお願い致し

ます。

田町会員・・・・親睦委員の皆様本日はよろしくお願い

致します。

木下会員・・・・今日はクリスマス気分で楽しませて頂

きます。

山本会員・・・・親睦の皆様、本日は宜しくお願い致し

ます。

松井会員・・・・今年もいろいろとありがとうございまし

た。年忘れ例会楽しみましょう。

相川会員・・・・本日は皆様心から楽しんでいただけた

らと思います。

櫻谷会員・・・・今年一年お世話になりました。本日は、

本日は、皆様と楽しみたいと思います。

佐藤会員・・・・皆様、本日は宜しくお願い致します。

親睦委員一同、気合い入れて頑張って参ります。

米森会員・・・・今年も一年ありがとうございました。

本日の例会楽しみましょう。

バスケット中野秀光会員・・・・クリスマスパーティー

楽しみにしておりました。

増江会員・・・・今年も一年ありがとうございました。

本日は沢山の皆様にご参加頂き感謝申し上げま

す。

寺島会員・・・・増江親睦委委員長、親睦委員会の皆

様本日はお世話になります。

田中会員・・・・親睦委員の皆様本日はお世話様です。

孫もつれてきました。楽しませて頂きます。

本日の合計額 ５５，０００円

今年度累計額 ６４７，０００円

★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



年忘れ家族親睦例会 令和１年１２月１７日（火）



第1235回例会 １月 ９日

金沢８RC新年合同例会

《 例 会 》

ご 祝 儀 『舌だし三番叟』 三茶屋芸妓連

点 鐘 金沢みなとRC会長 堀 勘四郎

ソング 「君が代」 「奉仕の理想」

ホスト・クラブ 会長挨拶

金沢みなとRC会長 堀 勘四郎

点 鐘 金沢みなとRC会長 堀 勘四郎

《 懇 親 会 》

乾 杯 RＩ第2610地区ガバナー 松本 耕作

中締め RＩ第2610地区石川第１分区Bガバナー補佐

宮永満祐美

挨 拶 次期ホスト・クラブ

金沢百万石RC会長 大路 孝之

『 卓 話 』

★１月２１日の卓話 『勝ち負けを超えた弁護』

小倉悠治法律事務所 代表弁護士 小倉 悠治 氏

★１月２８日の卓話 ゑり華 社長 花岡 央至 氏

★２月 ４日の卓話 『陶芸との出会いと彩黑器』

絢工房 高森 絢子 氏

★２月１８日の卓話 不破 大仁 氏

★２月２５日の卓話 『協働で築く金沢』

金沢市副市長 村山 卓 氏

『お知らせ』

≪定例理事会≫

日時 １月２１日（火） １３：４０～

場所 ANAクラウンプラザホテル４階

≪炉辺会合２グループ≫

日時 １月２８日（火） １８：３０～

場所 魚匠庵

会費 ８，０００円

グループ２のメンバー 堀、中川、四藤、水戸。南

増江、相川、吉田、相良、櫻谷、能田、飯沼、

山本、田中、藤井、松井、米森、勘田、安達

木下、森岡、通善、小林

金沢東 （月）／ANAﾎﾘﾃﾞｨｲﾝ金沢ｽｶｲ
金沢南 （火）／ホテル日航金沢
金沢北 （木）／松魚亭
金沢西 （金）／金沢東急ホテル

12：30～
12：30～
12：30～
12：30～

金沢香林坊 （月）／金沢東急ホテル
金 沢 （水）／金沢ニューグランドホテル
金沢百万石 （木）／ホテル日航金沢

18：30～
12：30～
19：00～
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内
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プ


