
                    金沢百万石ＲＣの歩み 

 

1998. 4.23    創立例会 ＡＰＡホテル 会員30名   キゴ山天体観測センターに戸室石の

         モニュメント寄贈   会報第１号発行すべてデジタル化で行う 

    4.29    RI加盟認証 クラブNo51052 2610地区64番 

    6.28    RI加盟認証状伝達式 ホテル日航金沢 

    7. 1   竹田会員国際ロータリー本部訪問     

   7.9～7.14 2610地区と5010地区（アラスカ）の友情交換に石丸会員出席  

   11.     江守巧 江守道子 村田祐一会員 韓国ソウル市漢陽RCと世宗RC訪問  

          友好クラブを打診 

   11. 7    石丸幹夫会報広報委員長が第2回地区広報情報雑誌委員長会議において  

        「E-mailによるクラブ会報作成実例」の演題で発表 

   11.29    新世代会議 ジュニアバドミントン教室の子供達とビデオ「いのちかがやい

         て」を鑑賞後、生きることの大切さを話し合った  

   12.10    クラブホームページ  E-メールアドレス開設  会員にも普及をめざす 

1999. 3.18    ワイン同好会発足APAホテルにて 

    3.22    職場親善バドミントン大会開催し、ロータリーを普及 職業奉仕委員会 

    4.14    あらばしりの会（日本酒同好会）発足 APAホテルにて 

    4.23    創立一周年記念例会 金沢北RC浅野会長等出席 

    5.16    百万石文化を知る会 ひがし茶屋文化を勉強 

    6. 3   米山奨学生 胡国勇君のカウンセラーに（北山会員） 

    6.     モンゴルの子供達に文具など支援 社会奉仕委員会   宮本、市島会員がモ 

       ンゴル訪問 

    6.24    韓国南光州RC来訪 姉妹クラブ提携調印 

    7. 1   会員39名となる 

    7.14    モンゴル大統領子息 バットバヤル氏を社会奉仕委員会で迎えて懇談 

     7.20    ゴルフ同好会発足 第一回コンペ 

    7.31    河北RCと地引網漁を行う 

    8. 2   キムチの会で韓国の勉強会 

    8.16    韓国光州市から少年少女4名受け入れ ホームステイで日本文化を勉強 

    8.19    カナダ交換高校生デボラ・ターナーさん受け入れ 

      8.28    小松シティRCと合同例会 粟津温泉 法師 

      8.     北山杏子さん高校交換留学生としてカナダヘ 

    9. 2   早朝例会と清掃 如来寺 

    9     金沢百万石RCパソコン塾など開催 E-mail普及を行う 

   10.20    京都北東RCを訪問し、友情交換をする 

     11. 3    第2回職場親善バドミントン大会 

12.     クラブ区域限界 金沢市と鶴来町となる 

2000. 1. 5   ミレニヤムパジャマパーティ(親睦委員会） 

    1.22  京都北東RCと友好提携調印 京都宝ヶ池プリンスホテルにて 

    2.13  東京世田谷中央RC橘幹事来訪友好について打ち合わせ 

    2.15  飯野前会長東京世田谷中央RC訪問 



2.17  「クラブのサイバー化について」のフォーラム 

 2.22  オーケストラ・アンサンブル金沢の演奏に難聴者招待（補聴システム導入で） 

        社会奉仕委員会 

3.15  北山会員の「下肢障害者クロスカントリースキー普及のためのチャリティコ 

         ンサート」共催  社会奉仕委員会 

4. 2  「空き缶ポイ捨てを考える」サッカー少年団と空き缶拾いと環境美化につい 

      ての討論会  新世代委員会 

4 .6  東京世田谷中央RC近藤会長等来訪 

    4.20  金沢北RCとの合同例会 松魚亭 

4.13  金沢百万石RCと韓国南光州RCの世界社会奉仕同額補助金プロジェクトが 

        承認された（Project No 13,275）韓国光州市の未婚母と子供達の施設援助 

            2000ドル寄贈 

    5. 4  石丸会長と北山新世代委員長がウイーン市のWien-Ring RC訪問し、 当ク 

        ラブと金沢市を紹介した 

    5.12   韓国南光州RCを訪問し創立30周年を祝う、また同額補助金プロジェクトの光 

              州市の未婚母の子供の施設を訪問した 

      5.14   友好クラブの打ち合わせで、 石丸会長夫妻、江守夫妻、金、村田会員が韓 

        国ソウル市の世宗RC会長等4名と懇談 

      5   クラブ推薦の鈴木祐之氏がロータリー財団国際親善学生に合格 

 6. 1    米山奨学生の郭碧真さんのカウンセラーに 

      6. 6  東京世田谷中央RCとの友好提携調印を行う キャピトル東急ホテルにて 

    6    東京神宮RCと組んでモンゴル支援の同額補助世界社会奉仕プロジェクトを 

         スタート 

     6.16   京都北東ＲＣとの合同例会 湯涌温泉 湯の出にて 

      7. 6    例会場をアパホテルよりホテル日航金沢に移り始めての例会 

      7.13   イタリヤの学生Varerio君〈父君は第2090地区 PescaraRCAntonio  

              Mastroberardino氏）が挨拶に来る。メイクウイツシュの会の祖泉 淳氏が協 

       力お願いにくる． 

7.27    江守会宅にてガーデンパーティ例会 交換学生のDeborah Turnersさん最期 

         の出席でお別れ会を兼ねる。 

    8. 3    山本茂ガバナー補佐をお迎えしての協議会2000－2001年要覧について指摘 

         され大変勉強になりました。 

8.17    ベルギーから短期交換学生を4人受け入れ Charotte Liegeois, Thibonlt       

            Bataille,  Luc Simeons, Julie Lagasse 

8.19    ベルギーよりの短期交換学生のさようならパーティ 

8.27    日曜日に炎天下で斉木会員宅でモンゴルの支援の品の仕分け作業を行う。 

        8月28日の北国新聞に掲載されました。 

      8.31    小松シティクラブをお迎えしての例会 

        東京築地ＲＣの小山田氏（2760地区）補助金委員長ががモンゴルの同額補 

        助金について来訪 

      9. 2    親睦委員会が浴衣及び軽装で金沢を散策 金沢城址や公園など 

      9. 5    沢山のモンゴルへの支援の品の荷造り作業 

      9. 7    地区大会のお知らせのため富山シティークラブのお2人が来訪 



      9.28    クラブフォーラムでクラブ財政の現状認識と会員増強について活発な討論が

行われた。 

     10. 5  ロータリーの友10月号に2000年4月2日に行われた新世代委員会がが地元  

        サッカー少年団の参加を得て海浜公園周辺の空き缶拾いと環境美化に関す    

           る討論会を行ったことが（環境への責任）と題して掲載された。 

10.18   京都北東RCへの友好訪問と京都南座の観劇会 

     11. 5    親睦委員会で紅葉狩をおこなった 33名出席 

   11.12   職業奉仕委員会で吉田会員宅の如来寺において「気功と朝粥の会」を行い  

       谷会員の気功ミニ講座と気功体験を実施した。 

   11.16   臨時総会 来期の会長 幹事決定 

              会費改正 可決 金沢百万石ＲＣ細則第二節に規定されている年会費22万  

             円を25万円に改定する。但し地区大会 金沢8ＲＣ合同新年会の登録料を     

            含む。 

   11.25   地区大会 富山にて、ガバナー桝田敬次郎様の挨拶、国際ロータリー会長 

中島治一郎様の挨拶 国際協議会研修リーダー2590地区岡本徳彌様の講演 

              2日目 金田正一様の記念講演「私の野球人生」と題して 

11.26   北山吉明会員のコンサート 文教会館にて 

11.30   3月に行われた北山吉明会員のチャリティ・コンサートによる収益金を身体   

           障害競技スキー一式を井上義人先生に寄贈 又 11月の北山吉明会員のコ    

           ンサート収益金15万円をメイクアウィシュとチャイルドライン石川に各5       

         万円残りをクラブの他の社会奉仕資金にあてた。 

  .12.21   年忘れ例会 アパホテルにて 20世紀最期の例会。 

2001. 1. 9   8ＲＣ合同例会 ホテル日航金沢にて 

    1.11   親睦委員会パジャマパーティ 15名出席 

    1.25   東京世田谷中央ＲＣとの合同例会 しゃもじ屋にて 東京から31名出席 

    2. 1    山下公一会員 入会 

    2. 8   クラブフォーラム 会員増強について 

         理事会にて退会の坂下会員にかわり 吉田会員を次期会長エレクトに選ぶ。 

    2.22   金沢北ＲＣとの合同例会 

    2.25   2000～2001年度ＩＭ開催 ホテル日航金沢にて 

      3 .8    クラブフォーラム （財）ロータリー米山記念奨学会 とロータリー財団に 

      ついて 

      3.15   会報のCD－ROM化（1号～130号） 

3.31     モンゴルM.Yunden氏よりお礼状と小学生の絵画が送られてくる。 

      4. 4     下村義明会長ＰＨＦ（マルチ）に 

      4.8      新世代委員会  大徳サッカー少年と普正寺の森で空き缶拾いと自然観察 

      4.12     職場訪問 卯辰山工芸工房 

    4.19    江守巧会員と江守道子会員（2回目）が米山功労者に 

      4.27    竹田敬一郎幹事ＰＨＦに 

      5. 4     石丸幹夫会員 オーストリアのウイン市 ウイーンリンクRC再度訪問 

5.15    東京世田谷中央RC5周年記念例会へ訪問        

    5.20    地区協議会 七尾サンライフプラザにて 



      5.24     友好クラブの東京世田谷中央ＲＣ創立5周年記念の力作ビデオ「地球のまほ 

       ろば」を例会で鑑賞 金沢百万石ＲＣの少年達との環境美化活動も登場した 

      5.27     地雷全面禁止運動成功に学ぶ 目加田説子氏の講演を後援 

6. 7   米山奨学生の劉中武君（中国）が出席 飯野会員がカウンセラーとなる。 

 6.25     クラブホームページがJRICリンク番委員会の２度目のBest Renewal賞に 

    6.28    年度最終例会 菜香楼で行った。出席会員全員に「1年をふりかえって」の感

想を聞く。 

2001. 7. 5  木場紀子新会長で2001年度スタート 

7.19  諸江明祐、大友泰宏会員入会、 

       江守会員宅でガーデンパーティ例会（バイオリンミニコンサート） 

    7.26  北山、村田、谷会員のご子息が交換学生としてベルギーヘ 

    7.30  韓国南光州RCの前会長宋泰翰氏の令嬢が金会員宅に8/31までホームステイ 

    8. 4  諸江会員の社屋にて花火鑑賞会とバーベキューパーティ 

    8.23  七尾RCより飯田様、久保様が地区大会のご案内のため来訪 

        鈴木浩之さんがロータリー財団留学生としてイタリアへ 

    9. 6  新村利夫ガバナー補佐をお迎えしての例会 

    9.20  ベルギー交換短期留学生の帰国報告 

    9.23  企画と新世代委員会の炉辺会合（江守会員宅にて） 

    9.27  職業奉仕委員会と百万石小委員会主催で全国緑化都市フェアーと金沢城五十

間長屋見学 

   10. 4  如来寺（吉田会員宅）でお月見例会（職業奉仕委員会）、坪倉兄妹のビオラと

バイオリンの演奏 

   10. 8  湯涌温泉「さかえ屋」一泊親睦会（親睦委員会） 

10.18  ガバナーマンスリーレターに木場紀子会長が2610地区に初めての女性会長誕

生で登場 

10.21   姉妹クラブの京都北東ＲＣへ８名がメイキャップと京都南座での歌舞伎鑑賞 

10.27  社会奉仕委員会でモンゴル国へ物資支援の品物の荷造り（20kgの荷物36箱） 

11. 1  アンゲルスカフェで観劇例会 

      北山会員よりチャリティコンサートにより収益金15万円の寄付（これにより

メイクアウイッシュとチャイルドラインへ各々５万円づつ寄付） 

11.10  地区大会（和倉温泉加賀屋）前山ガバナー、高円宮様、RI会長代理の挨拶、 

大橋巨泉氏の講演。  ２日目（七尾サンライズプラザ） 

   11.15  アフガニスタンへの基金6万円を国境なき医師団へ寄付 

     11.29    石川モンゴル交流会の村主豊千嘉様とモンゴルからの留学生ノルジマーさん

（金沢大学文学部大学院）がモンゴル支援に対するお礼に来訪 

   12.19  モンゴル支援物資の荷物発送 

   12.20  年忘れ例会 奉仕の資金のために会員の作品など、沢山のオークションで20

万円の収益 

2002.  1. 8  市内８ＲＣ合同例会（ホテル日航金沢にて） 

    1.16  東山会員宅でパジャマパーティ（親睦委員会） 

    1.17  村谷實会員入会 

      理事会にて米山奨学会寄付金、年２千円が年４千円に決定 



    1.31  モンゴルの支援物資が当地へ到着との連絡を受ける 

    2. 7  2001～2002年度のロータリー国際親善奨学生の鈴木浩之さんから報告者が届

きました。 

    2.14  村主様（石川モンゴル交流会）とモンゴルのお客様来訪、支援物資の現地到着

までの気か報告とお礼 

    2.22  石川第一分区都市連合会（ＩＭ）にて野代会員が「モンゴルへの支援活動」に

ついてスライド、写真を交えて報告（金沢国際ホテルにて） 

  2.28  金沢北。金沢百万石合同例会（松魚亭にて） 

    3. 3  社会奉仕百万石委員会主催で「百万石文化を知ろう」と主計町「仲の家」でお

茶屋体験 

    3. 7  米山奨学生劉中武さんが例会最後の出席 

3.23  江守企画委員長宅にて「キムチ作り」教室開催、金会員の奥様に本場のキムチ

作りを教わりました。 

3.28  今年度新入会員の歓迎例会、新会員４名の内３名が出席 

4. 4  新村ガバナー補佐、長谷川次期ガバナー補佐来訪。モンゴル支援プログラムを

高く評価されました。 

4. 7  大徳サッカー少年団と合同で県民海浜公園の空き缶拾いと南手骨太様の講演 

4.11  ルビーナ（インド料理店）にて例会、中田佳珠様、清水目千加子様のピアノ演

奏 

4.13  2610地区拡大増強委員長会議（都ホテルにて） 

5. 3  ウイーンリンクＲＣへ石丸、炭谷、北山、後出の４会員がメーキャップ出席し、

金沢市や我クラブを紹介しました。 

5. 9  米山奨学生劉中武さんが学位をとられ、米山奨学会から時計と５万円が贈られ

ました。 

      木場、竹田、水野の３会員が４カ年皆出席の表彰をうける。 

5.19  地区協議会（砺波市文化会館） 

5.30  クラブ推薦の市川桂子さん（北陸先端科学技術大学院修士課程修了）がロータ

リー国際親善留学生に決まり、例会でスピーチ。 

6. 6  如来寺（吉田会員宅）にてコンサート例会、李彩霞さん、蘇紅傑さんによる  

 二胡、馬頭琴、揚琴の演奏 

6.20  2003～2004ロータリー国際親善留学生 に合格の永津照見さんが例会に挨拶に。 

       新村ガバナー補佐から優秀増強クラブの表彰をうける。 

6.22   韓国南光州ＲＣ３２周年並びに新旧会長離任式に金会員、岩倉会員、炭谷会員

が出席、丁度、その日は光州市でサッカーのワールドカップ準々決勝があり

韓国が勝つ。３会員とも例会前に、観戦応援した。 

6.27   最終例会 クラブフォーラムで各会員に１年をふりかえっての感想を聞く。 

6.30    クラブホームページがJRICリンク番委員会の３度目のBest Renewal賞に。 

       北山吉明会員 米山奨学会特別功労賞 

2002.  7. 7  吉田昭生会長は新しく「４つのしるべ」の標語でクラブの指針をしめす。 

       西村邦雄氏入会 

8. 1  津田達雄ガバナー来訪 

       金沢百万石ロータリークラブのマークをホテル日航のフロント壁面につける。 



         韓国南光州ＲＣ のホームステイの交換学生として 8/2から 村田淳 金滋

光 北山聡子 大城綾乃 嘉門愛加 嘉門里奈さんら 出発 

    8. 7   8/7～8/12 韓国南光州ＲＣ から４ 名が訪問『夏期ホームステイ』に 

         韓国のメンバーはファン・ギルジュン15才中３ （黄仁永会員長男）、ユン・

ビッナラ17才光州女高2年 （尹仁元会員長女）、ファン・ヒョンスク19才建

築 土木学部１ 年（林鍾華会員縁者、イム・ヨンテク20才経営学部１ 年（林

鍾華 会員次  男） 

    8.22   金沢北クラブ 佃会長と玉田幹事来訪 

9. 5  木村幸生氏入会 

9.19  飯野健志会員を名誉会員に推薦 

      「加賀百万石の歴史と文化」と題し、北春千代先生の講話シリーズ始まる。 

9.26   クラブホームページに会員の広場（パスワード必要）を開く。 

10.18   2003～2003地区大会 砺波市にて 

10.24   新潟大韓民国総領事チエウオンウ氏 「韓日の問題」で講話 

11. 1   事務局に相川晶代さんを採用 

11.21   東海林也令子さん入会。 

11.25   金沢百万石ロータリークラブ主催で金沢アートホールにてワルシャワクァル

テットの演奏会。 

12. 9   施設の100歳のおとしよりを慰問 社会奉仕委員会（土田初子委員長） 

12.13   ウイーン・リンク ロータリークラブ会員のゲラルド シューベルト氏（ウ

イーンフィルハーモニーオーケストラ主席第２バイオリン奏者）を歓迎。 

12.19   年忘れ例会 

2003. 1. 8   金沢市内8ＲＣ合同新年例会 エクセルホテル東急18:30から 

1.16   東山卓嗣会員クリニックにて 新年クラブ例会 

1.20   第２回１００歳バンザイ奉仕 粟崎善隣館デイサービスセンター夕凪苑にて

１００ 歳になられた尾山美和さんを慰問 社会奉仕委員会（土田初子委員

長） 

2. 7  メイク ア ウイッシュの講話 祖泉淳氏 

2. 9。都2002-2003年度国際ロータリー第2610地区石川第分区都市連合会（ホテル日航 

金沢南ＲＣのホスト） 

3.13   インド料理店 ティルパティ にて例会 

3.20   北他紀子さん入会 

4. 6  市民アートホールにて北山会員による「にほんの歌」チャリティコンサート

でメイク ア ウイッシュとチャイルド ラインいしかわに寄贈 

4.13   新世代委員会主催の大徳少年サッカークラブとの普生の森での空き缶拾いと

地球の友金沢の谷内氏の解説による地球環境保護のビデオ鑑賞 新世代 魏

賢任委員長 

4.24   クラブ創立５周年記念例会 ホテル日航金沢３Fにて 津田ガバナー  

近藤エレクト 仲谷パストガバナー等他 韓国南光州 京都北東 東京世田

谷中央  金沢北 他市内クラブから参加 

4.24  会報CD（1～230号）発行 

5.11   2003～2004年度のための地区協議会（金沢北クラブ主催） 



5.15  大平クリニックで例会  

2003.7.9    社会奉仕委員会『１００歳バンザイ』奉仕活動  

於：馬場福祉会ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ東山苑  １０２歳の長田政子さんを祝う。 

 7.10  谷久夫ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐との会長・幹事会・ｸﾗﾌﾞ協議会 

 7.6   地区会員増強委員長会議 於：Ｈ日航 

7.12  地区世界社会奉仕委員長会議 於：都Ｈ 

 7.17   坂口國男会長 所信表明 

  7.20   京都北東ＲＣ創立１５周年 会員１０名出席 

地区広報情報雑誌委員長会議  

7.24   金沢北ＲＣ米沢修一会長、木村功一幹事新年度挨拶 

7.25  能登空港チャーター便第１号にて韓国へ 金、齋木、土田、村田会員 

7.31   北川晶夫ガバナー 会長・幹事懇談会 例会卓話 

8.7    会場変更例会 於：江守巧・道子会員宅  

卓話：ﾛｰﾀﾘｰ財団奨学生 市川佳子さん帰国報告  

8.11    ｸﾗﾌﾞ専用のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ・ｽｸﾘｰﾝ購入 

8.18  韓国南光州ＲＣ青少年ﾎｰﾑｽﾃｲ ８名 （～8.22） 

市内、卯辰山工芸工房、如来寺さらな園、立山観光 8.21  例会に出席 

      8.28   吉田光穂氏（ﾋﾟｱﾉ調律師）入会 

       親睦委員会 『韓国語講座』開講  講師：宋 有宰先生 

   9. 6    地区社会奉仕委員長会議  

   9. 7     職業奉仕委員会 『職場訪問』 金沢医科大学新館 

       地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長ｾﾐﾅｰ 

9.19  ｳｲｰﾝﾘﾝｸＲＣ訪問 石丸・後出会員 

9.25.26  第７回ﾛｰﾀﾘｰ日韓親善会議 炭谷、石丸、金会員出席  於：東京 

9.27    地区指導者育成ｾﾐﾅｰ 於：Ｈ日航 

親睦委員会 『百万石文化：西茶屋街をたづねる』 

10.2     金沢北ＲＣ創立３０周年記念例会 （合同例会） 

10.9     ５カ年皆出席顕彰 谷伊津子会員  

10.26    石川第１分区ＩＭ  於：都Ｈ ホスト：金沢西ＲＣ 

11.8     地区ﾛｰﾀﾘｰ財団  “ﾎﾟﾘｵ撲滅街頭募金” 募金額 45,666円財団へ寄附  

  11.20  〈会場変更例会〉 於：如来寺  坪倉かなうさんｳﾞｧｲｵﾘﾝ独奏 

   12.3     百万石ＲＣ後援 北山吉明リサイタル 収益は子ども夢フォーラム 

        ﾒｲｸｱ･ｳｲｯｼｭ･ｵﾌﾞｼﾞｬﾊﾟﾝへ寄附 (04.2.9寄附) 

   12.4     ２５カ年皆出席顕彰 石丸幹夫会員  ５カ年 金 沂秀会員 

      《年次総会》 次年度理事役員選出 

   12.18  〈 年忘れ例会 〉   

   

2004. 1. 7   ８ＲＣ新年合同例会 於：全日空Ｈ  ホストクラブ：金沢香林坊ＲＣ 

.1.22    突然の大雪に見舞われたが、例会開催 ８名の会員が出席 

1.29    クラブフォーラム “半年を振り返って”“後期の活動予定” 

      2.5     木下義隆氏 入会 

      2.19    宮崎芳弘氏 入会 

“日韓親善ジュニアバドミントン”遠征の為 金沢市ジュニアバドミントンへ 



１０万円寄附 

2.27    世界社会奉仕事業 “書き損じﾊｶﾞｷｷｬﾝﾍﾟｰﾝ” 10,000円寄附 

2.28    開放的な事務局をめざし事務所を移転。会員からの寄附・寄贈に感謝。  

     3.11    職業奉仕委員会活動 フォーラム『本音で語る医療Ｑ＆Ａ』 

      3.28    新世代委員会活動『第５回普正寺の森 空き缶拾い』講演：羽咋保健ｾﾝﾀｰ 

 沼田直子先生「ﾊﾞｲﾊﾞｲﾓｸﾓｸ王様 たばこの真実を探せ」 

            百万石と南光州の共同事業の日韓親善少年バドミントン 光州市へ遠征 

      4.10   地区大会 於：県立音楽堂ホール・全日空Ｈ  ﾎｽﾄ：金沢東ＲＣ 

      『ガバナー顕彰～一隅を照らす～』 子ども夢ﾌｫｰﾗﾑのﾁｬｲﾙﾄﾞﾗｲﾝ受賞 

4.15    例会にウイーンリンクＲＣのゲラルト・シューベルト氏を迎える。 

      4.16    社会奉仕委員会活動  『第４回１００歳バンザイ』利屋町「萬生苑」慰問 

市島せきさん（市島会員のお祖母さん）と１０２歳の岩崎久次郎さんを祝う。 

5.6     古谷利彦氏 入会 

      5.16    地区協議会  於：黒部市国際文化センター  ホスト：黒部中央ＲＣ 

      5.17   善光寺ﾀﾞｰﾅ基金『ｶﾝﾎﾞｼﾞｱの地雷被害者へ三輪車寄贈運動』へ５万円寄附 

      5.22    国際大会前夜祭 『姉妹ＲＣ友好パーテイー』 於：京都宝ヶ池ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 

         南光州：16名 東京世田谷中央：7名 京都北東：8名 百万石：15名 

      5.20    会場変更例会  於：大平政樹会員宅 

      5.27    親睦委員会活動  『新入会員歓迎例会』 於：北間楼 

      6.17    会場変更例会  於：浅野川画廊 

親睦委員会 『韓国語講座の謝恩会』 

6.24 最終例会 “ﾈﾊﾟｰﾙのｶﾞﾝﾀﾞﾙﾊﾞ楽器によるﾐﾆｺﾝｻｰﾄ” 

 

2004. 7. 1    2005-06年度 炭谷亮一会長スタート 

       炭谷会長・魏幹事 金沢北ＲＣへ新年度挨拶のためﾒｰｷｬｯﾌﾟ 

       金沢北ＲＣ 上田忠信会長、濱井弘利幹事 新年度挨拶 

           南光州ＲＣ呉賛教会長より炭谷会長就任御祝いとﾏｯﾁﾝｸﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞの依頼あり 

   7. 4    地区会員拡大増強委員長会議 於：富山電気ﾋﾞﾙ  山下公一委員長出席 

   7.11    地区広報情報雑誌委員長会議 於：富山電気ﾋﾞﾙ 石丸幹夫会報委員長出席 

   7.26    韓国南光州ＲＣ青少年交換学生受入 （7.26～7.30迄） 

              ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ：炭谷亮一、村田祐一、江守巧、道子会員宅 

7.29 南光州ＲＣ青少年交換学生  例会へ出席 ﾋﾞﾝｾﾝﾄ・ﾕｳ君、ｿﾊﾞﾅさん、木村 

千裕さん、大平奈緒さん、大平真樹さんも同席 

8.12 納涼例会 於：『日月』（古谷会員） 

8.21 ﾍﾞﾙｷﾞｰより短期交換学生 受入（～8/27 迄） ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ：炭谷、村田会員宅 

9. 2    石川第一分区Ｂ 藤田清ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問、ｸﾗﾌﾞ協議会 

    記念！ 会報300号発行 

   9. 9    2003-04国際親善奨学生 永津照見君 「フランス留学を終えて」卓話 

       谷伊津子会員 皆出席 ６カ年顕彰 

   9.10    日下さち子さん ピアノリサイタルを後援 

   9.30    近藤俊行ガバナー公式訪問   

     10. 7    新会員 浅田明晴会員 入会 

10. 8    2610地区・3710地区友情交換と姉妹提携調印式(10/10)の為訪韓 



10.21    金沢北ＲＣと合同お月見例会  ～利き酒会～  於：松魚亭 

     10.23    地区大会（ﾎｽﾄ・魚津ＲＣ）  

韓国3710地区から６名が参加(～10/25迄滞在) 

親睦委員会 “東茶屋街を考える会” 於：中むら 

10.24 金成信ｶﾞﾊﾞﾅｰ夫妻をはじめ地区大会出席のご一行を歓迎（於：菜香楼） 

11.11 金沂秀会員 皆出席 ６カ年顕彰 

11.18 石丸幹夫会員 皆出席 ２６カ年顕彰 

12. 9    年次総会 

12.16    年忘れ例会 

ﾒｲｸ・ｱ･ｳｲｯｼｭｵﾌﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ、子ども夢ﾌｫｰﾗﾑへ寄附 

2005. 1. 6     金沢８ＲＣ新年合同例会 ﾎｽﾄ・金沢百万石ＲＣ 於：ﾎﾃﾙ日航金沢 

              会場は“禁煙”  ｽﾏﾄﾗ島沖津波地震義援金箱を回す。 

1.13    会場変更例会 於：祐専寺（大沼俊昭会員） 

新会員 田中孝幸会員、中西快樹会員入会 

2. 3    米山奨学生バジュラチャリア・ソバナさんの結婚式へ参列の為ネパールへ 

    ネパール支援 デｲｰプマラ中学校のレブロン・マハルジャン校長と面談 

2.23 石川第一分区合同例会“100周年を祝う会” ﾎｽﾄ：金沢香林坊ＲＣ 

合同公演：ｵｰｹｽﾄﾗｱﾝｻﾝﾌﾞﾙと県学生合同管弦楽団、記念講演：ｱｸﾞﾈｽ・ﾁｬﾝ氏 

3.10 宮崎芳弘会員 皆出席 １カ年顕彰 

3.17 米山奨学生 バジュラチャリア・ソバナさん 卓話「奨学期間を終えて」 

米山奨学委員会企画 ｻﾘｰの着付けとﾈﾊﾟｰﾙテｲ（CHIYA）の入れ方を習う 

3.24 会場変更例会 於：浅の川画廊（宮本玲子会員） 

 “ｿﾊﾞﾅさんの弟 ｱﾑﾘｯﾄ・ﾊﾞｼﾞｭﾗﾁｬﾘｱさんの写真展” 

      4. 3    チャリテｲコンサート（金沢百万石ＲＣ主催）於：県立音楽堂邦楽ﾎｰﾙ 

出演 北山吉明、金沂秀、前田宏智会員  

      4. 7    親睦委員会：二木秀樹「現代の名工賞」受賞祝いと新入会員歓迎会 

      4.16    韓国3710地区 地区大会出席の為訪韓 

      4.24    新世代委員会：金沢市主催「川と海のｸﾘｰﾝ作戦」に参加 専光寺海岸を清掃 

      5.15    地区協議会（ﾎｽﾄ：加賀白山ＲＣ） 於：加賀市文化会館 

      6. 2    炭谷亮一会長提案 “英語で例会”初の試み！ 

会議通訳者：早川芳子氏をお迎えして 

6.10 Matching Grant  韓国南光州ＲＣ、京都北東ＲＣ、金沢百万石ＲＣ 

～韓国光州の老人障害者に移動式沐浴自動車を贈呈～ 式典出席 

6.17  第１回ネパール奨学金寄附  ディープマラ中学校未就学児童へ５万円 

      6.23    今年度最終例会  お疲れさまでした！ 

 

2005. 7. 7     2005-2006年度二木秀樹 会長所信表明 

              地区より委嘱状 炭谷亮一ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、江守道子ﾛｰﾀﾘｰ財団小委員 

       二木会長・野城幹事金沢北ＲＣへ新年度挨拶の為、ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 

7.14 皆出席顕彰 ３カ年 西村邦雄会員 １カ年 江守道子会員 

7.21    菊知龍雄ガバナー 公式訪問 

宮本薫子さん（職業分類：美容業）入会 

7.29    〈青少年交換プログラム〉  



南光州ＲＣへ派遣（7/29～8/1） 嘉門安広、大平健太郎君 

      8. 2   〈地区短期交換プログラム〉ベルギーへ派遣 宮永春香さん 8/2～29 

      8.25    カムリーバンク基金へ募金  ￥11,909- 

      〈例会後に二次会〉 毎月最終例会日に親睦を！ 

      9. 1    社会奉仕委員会事業 第１回講演会「ちょっと気になる中国」於：菜香楼 

       講師：豊中物産㈱菜香楼代表取締役社長 魏賢任氏（金沢百万石ＲＣ会員） 

      9. 8    皆出席顕彰  通算７カ年 谷 伊津子会員 

      9.15    米山奨学生（香林坊ＲＣ）マハラニ・イカ・マウリタさんを卓話に迎える 

      9.29    ＩＭホストクラブとして実行委員会発足  

     10.13    皆出席顕彰  ３カ年 村田祐一会員 

10.20 金沢北ＲＣとの合同お月見例会 於：ホテル日航金沢  

講師：大下陸郎氏（聖霊病院院長） 

     10.22.23 地区大会 （ホストクラブ：加賀白山ＲＣ） 於：加賀文化会館 

             ﾛｰﾀﾘｰ財団協力優秀ｸﾗﾌﾞ賞を受賞（ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽへ３年計画で寄附達成） 

韓国3710地区より邉斗煥総裁ほか４名来訪される。 

滞在期間中、永平寺、金沢市内観光など案内、歓迎ﾊﾟｰﾃｨｰを催す。 

     11.10   皆出席顕彰  通算２７カ年 石丸幹夫会員 通算７カ年 金沂秀会員 

     11.17   社会奉仕委員会事業 第２回講演会「ちょっと気になる韓国」於：ﾎﾃﾙ日航 

講師：駐新潟大韓民国総領事館 総領事 金 光圭 氏 

     12. 8   年次総会  2006-2007年度 理事・役員選出 

12.12 ラオスＣＬＣ建設協力金寄附 １０万円  

     12.15   年忘れ例会 

             ﾒｲｸｱｳｲｯｼｭ・ｵﾌﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ、子ども夢ﾌｫｰﾗﾑ各代表へ寄附金を贈呈。 

2006. 1.12     新春例会 於：ﾎﾃﾙ日航金沢  二胡奏者 李 彩霞さんを迎えて 

1.18    金沢８ＲＣ新年合同例会 18:00～  於：ﾎﾃﾙ日航金沢 

      1.20    新年会 於：招龍亭 ～魏会員の新しい和風中華店を訪ねる～ 

2. 9    皆出席顕彰  ２カ年 炭谷亮一会員、水野陽子会員 

2.12    石川第一分区ＩＭ（都市連合会）開催 ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞを務める於：Ｈ日航金沢 

              登録会員からのニコニコボックスをラオスＣＬＣ建設へ寄附（¥88,000） 

3.19    会長エレクト研修セミナー（PETS）ホスト：高岡西ＲＣ 於：Ｈﾆｭｰｵｰﾀﾆ  

4.16    チャリティーコンサート にほんの歌四 後援：金沢百万石ＲＣ 

     北山吉明会員、前田宏智会員出演 

4.20,27  職業奉仕委員会事業Ⅰ,Ⅱ テーマ「浄土真宗とは何ぞや」 

講師：祐専寺住職 大沼俊昭会員 

4.22   「平家物語の夕べ」於：石川県立能楽堂 後援：金沢百万石ＲＣ 

         4.23    地区協議会 ホスト：高岡西ＲＣ  於：高岡法科大学 

            4.29,30  姉妹地区 韓国3710地区地区大会  

当クラブ出席者：炭谷ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、金、木下、石丸会員 

5.16  姉妹ＲＣ 東京世田谷中央ＲＣ創立10周年記念例会  於：ｷｬﾋﾟﾄﾙ東急Ｈ 

出席会員：二木会長、野城幹事、吉田昭、金、岩倉、竹田、石丸ご夫妻 

5.17  会場変更例会 於：如来寺 「中国の薫りを楽しむ例会」 

5.24  姉妹ＲＣ 韓国南光州ＲＣより25名来訪 （～27迄） 



湯涌温泉 湯の出、例会出席、立山、市内観光、ｺﾞﾙﾌなど 

                6. 6     飯野健志名誉会員逝去 

            6. 1     新世代委員会事業 職安ｶｳﾝｾﾗｰ 中村宏兵氏を迎え卓話 

「ニートの就職状況について」 

米山奨学生 孔 令宇さん（５月より受入）例会出席 

            6. 8     社会奉仕委員会事業 第３回講演会「我が国の財政の現状と課題」 

                  6.13     岩城宏之名誉会員逝去 

                  6.15     07-08年度国際親善奨学生 山本優美さん合格の報告に例会出席 

         6.23     第２回ネパール奨学金寄附  ディープマラ中学校未就学児童へ１０万円 

                  6.29     05-06年度最終例会 Close-Up Magician CULL氏によるマジック 

 

2006. 7.06     06-07年度 江守巧会長所信表明 

7.13    江守会長・野城幹事 新年度挨拶 金沢北ＲＣ例会へ 

       金沢北ＲＣ米澤真二会長、松田忠明幹事 当クラブへ新年度挨拶 

7.13   通算皆出席４カ年 西村邦雄会員  

7.20   2006-07年度地区友情交換委員長委嘱 金 沂秀会員 

7.26-31 韓国南光州ＲＣより青少年受入 ６名 

8. 3    《会場変更例会》於：江守会長宅 

8.10    《会場変更例会》於：金沢文芸館 北山昌平バンドによる“JAZZｺﾝｻｰﾄ” 

8.22    クラブホームページアドレスの変更 URL http://www17.ocn.ne.jp～hrc/ 

9.14    通算皆出席８カ年 谷 伊津子会員 

     10. 1    第11回全国統一パイロットウオーク 後援：金沢百万石ＲＣ 

     10.12    皆出席４カ年 村田祐一会員 

     10.21-22 地区大会 於：クロスランド小矢部  ホスト：小矢部ＲＣ 

              韓国3710地区より許弼聲総裁、金容采次々期総裁、李庠根前総裁を迎える 

        湯涌温泉 湯の出にて歓迎 

10.25 石川第一分区Ｂガバナー補佐 高畠正光氏を迎え“クラブアッセンブリー” 

11. 2    2610地区 荒井公夫ガバナー公式訪問  会長・幹事懇談会 

11. 9    会場変更例会 於：喫茶「Kaga」 

         通算皆出席28カ年 石丸幹夫会員 通算皆出席8カ年 金沂秀会員 

11.12   能登島一泊旅行 於：プチホテル ウインズ 会員15名 夫人5名 子供1名 

12. 7    年次総会 

井口千夏さん入会（職業分類：人材派遣業） 

地区事業 スリランカ漁網・漁船を送る事業募金（¥11,470） 

12.21   年忘れ例会 ﾁｬﾘﾃｨｰｵｰｸｼｮﾝ・のみの市（135,050円） 

子ども夢フォーラム、ﾒｲｸｱｳｲｯｼｭ･ｵﾌﾞｼﾞｬﾊﾟﾝへ寄附 

2007. 1. 6     金沢パイロットクラブ主催「窓ぎわのトットちゃん」ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ 後援  

1.11     申 東奎さん入会（職業分類：整形外科医） 

      1.17     金沢８ＲＣ新年合同例会 ﾎｽﾄ：金沢東ＲＣ 於：金沢全日空ﾎﾃﾙ  

      2.12     石川第一分区ＩＭ（都市連合会）ホスト：河北ＲＣ 於：津幡町文化会館 

      2.15    《家族例会》落語家 入船亭扇治師匠 於：ホテル日航 

 3. 8     皆出席１カ年 宮本薫子会員 

             3.16    地区事業 北朝鮮拉致被害者支援義援金1人/100円寄附 



             3.24    地区第2回雑誌委員長会議  石丸幹夫会員出席 

                  3.29    新入会員歓迎会（親睦委員会）於：招龍亭 

      4. 1    北山吉明「にほんの歌」ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ 後援  収益を基金へ（¥119,500） 

      4. 5  《金沢北ＲＣ合同例会》～観桜会～於：松魚亭 「大ビンゴ大会」     

   4.12    皆出席３カ年 江守巧会員 皆出席２カ年 野城勲会員 

      4.19   「能登半島地震義援金」①募金額地区へ（¥41,000） 

          ②能登北部医師会へ20万（ニコニコボックス＝10万、社会奉仕委員会＝10万） 

5.10 多田利明さん入会（職業分類：婦人服販売） 

5.17  《会場変更例会》～六道会欄間拝観～於：如来寺 

5.24 《家族例会》ﾊﾞｲｵﾘﾝ奏者：西澤和江様  於：ホテル日航 

     6.11    第３回ネパール奨学金寄附  ディープマラ中学校未就学児童へ１０万円 

6.14 《会場変更例会》朗読：髙輪眞知子 於：浅野川画廊 

6.22-25「韓国南光州ＲＣ訪問」会長離就任式に出席  

参加12名（会員7名、夫人2名、他3名） 

6.28 《クラブフォーラム》～一年を振り返って～ 

6.30   “蛍観賞会” と “06-07年度お疲れ様会” 深谷温泉石屋旅館一泊二日 

 

    

2007. 7. 5    08-09年度 金 沂秀会長 「所信表明」   

             新入会員 相良光貞さん入会 

       地区友情交換委員長委嘱  金 沂秀会員 

7.12  親クラブ金沢北ＲＣへ会長・幹事挨拶 

親クラブ金沢北ＲＣから小間井宏尚会長・中田龍一幹事来会 

          皆出席５カ年  西村邦雄会員 

7.19 《社会奉仕委員会活動》講演会 「ちょっと気になる日本の医療」 

7.26  会報委員会 ホームページ一新 

7.27 《韓国青少年交換プログラム》8/1迄 南光州へ５名派遣 

8. 2   新入会員 上杉輝子さん 入会 

8. 5    《親睦委員会活動》～茶屋街を考える会～ 於：浅野川川床 

8. 9    《会場変更例会》～ジャズナイト～白石惠一氏と北山昌平トリオ 

於：ロイヤルパレススタジオ  

8.20 ベルギー短期交換学生３名受入 8/27迄  

ホストファミリー：江守巧会員・大平  政樹会員・宮永満祐美会員 

9.13    分区Ａ 柳生好春ガバナー補佐訪問  “クラブ協議会” 

       皆出席顕彰 ９カ年 谷 伊津子会員  １カ年 齋木妙子会員 

9.27 2610地区 久保順一ガバナー公式訪問    

地域発展委員会活動 「エコ意識調査」アンケート 

10.11 皆出席顕彰５カ年 村田祐一会員 

     創立１０周年実行委員会発足   

     10.20.21  地区大会 於：コスモアイル羽咋 ホスト：羽咋ＲＣ 

       姉妹地区韓国3710地区より高錫太ＲＩ会長代理、朴天學友情交換委員長 

       金容采次期ガバナー、安星彰次期地区幹事来訪 

10.21 韓国3710地区歓迎会 於：白鳥路ホテル 



11. 1    地域発展委員会活動 「地球温暖化防止について」 

金沢市環境保全課の卓話を聞く 

11. 8    皆出席顕彰 ２９カ年 石丸幹夫会員 ９カ年 金沂秀会員 

11.24    新入会員歓迎会 於：金沢ニューグランドホテル 

12. 6    新入会員 永原源八郎さん入会 

11.29    社会奉仕委員会活動 「ちょっと気になる日本の教育」講演会 

12. 6    ラオスＩＴ教育センター設立プロジェクト   

ラオスへ視察：金会長、炭谷、岩倉、吉田昭生、中村啓二郎（野々市ＲＣ） 

12.13 年忘れ家族例会 

    子ども夢フォーラム、ﾒｲｸｱｳｲｯｼｭ･ｵﾌﾞｼﾞｬﾊﾟﾝへ寄附金贈呈 

12.20    年次総会  次年度よりＣＬＰに基づく新理事役員決まる。  

 

 

2008. 1. 9    金沢８ＲＣ新年合同例会 於：ﾎﾃﾙ日航金沢 ホスト：金沢西ＲＣ    

2. 7    地域発展委員会活動 「食の省エネ」金沢市環境保全課の卓話を聞く 

2.26    下村義明名誉会員“瑞宝単光章授賞”記念パーティー 於：ﾎﾃﾙ日航30Ｆ 

3. 8    石川第一分区「ＩＭ」於：松任文化会館  ホスト：白山石川ＲＣ 

4. 3    《会場変更例会》 於：ビストロ金沢とどろき亭 

新入会員 比良直寛さん入会 

4.10 皆出席顕彰 ３カ年 野城 勲会員 

4.18 創立１０周年前夜祭 南光州ＲＣをお迎えして 於：招龍亭 

4.19 創立１０周年記念例会 18:30より 於：ホテル日航金沢３Ｆ孔雀の間 

＊感謝状贈呈  友好交流功労賞 南光州ＲＣ 朴天學会員、李庠根会員 

        功労賞 故飯野健志名誉会員、石丸幹夫会員 

        功労賞（ラオスＩＴ教育センター設立プロジェクト） 

            野々市ＲＣ 中村啓二郎会員 

＊目録授与  （ラオスＩＴ教育センター設立寄附金） 

        南光州ＲＣ、京都北東ＲＣ、東京世田谷中央ＲＣ 

        野々市ＲＣ 

4.20 創立１０周年ゴルフコンペ 於：金沢リンクス 

5.11     2008-2009年度 地区協議会  於：富山国際会議場 ホスト：富山中ＲＣ 

     地区広報優秀クラブ賞を受賞 

5.15 金沢北ＲＣよりラオスＩＴ教育センター寄附金授与 

         地域発展委員会活動「エコドライブについて」 

金沢市環境保全課の卓話を聞く 

5.23.24   韓国3710地区地区大会  金 沂秀地区友情交換委員長、丸会員夫妻 

6. 5     2009-20010年度国際親善奨学生決まる。古市牧子さん（金沢美術大学部生） 

    中国四川省地震へ募金（魏賢任会員を通し、中華人民共和国名古屋総領事館） 

6.17 社会奉仕委員会活動講演Ⅲ ちょっと気になる日本の将来 

講師：金城短期大学准教授 ガートＴ．ウエスタハウト氏 

6.25  最終例会 「一年を振り返って」  

6.26.27  07-08年度会長幹事お疲れ様会・新入会員歓迎会・あらばしりの会 

於：湯涌温泉「湯の出」 



 

      

2008. 7. 3     2008-2009年度 岩倉舟伊智会長 「 所信表明 」 

              地区役員に委嘱状 金沂秀友情交換委員長、谷伊津子環境保全小委員長   7.

10     会長・幹事 金沢北ＲＣ表敬訪問  

              金沢北RC 磯野洋明会長・中村實博幹事来会 

皆出席顕彰 ６カ年 西村邦雄会員 

      7.17     櫻田しのぶさん（国際親善奨学生）イタリアフィレンツｴ大学より帰国報告 

      

      7.21     姉妹クラブ京都北東ＲＣ創立２０周年 出席者：岩倉、多田、炭谷、石丸夫妻、

北山夫妻、木村幸生、木村陽子、金、相良、竹田、西村、宮永、村田、吉田光穂

会員他１６名 

      7.23     ソロアルピニスト栗城史多君の七大陸最高峰無酸素単独登頂を応援するコ

ンサート 後援：金沢百万石ＲＣ 

      7.23     ラオスＩＴセンター訪問団出発 (～帰国7.27) 

      7.26     ラオスＩＴセンター開校式典、ﾗｵｽ教育省より感謝状 

      7.30   姉妹クラブ南光州ＲＣより青少年交換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの６名がﾎｰﾑｽﾃｲ（～8.3迄）  

    7.31     ラオスＩＴセンター設立報告のため北國新聞社訪問 

      8.01     「ロータリーの友」8月号に「創立10周年記念事業・ラオスＩＴ教育センタ

ー」の記事が掲載される。 

      8.07     江守巧・道子会員宅にて会場変更例会 

      9.24     米山奨学生バジュラチャリャ・ソバナさん学位博士号取得祝賀会 

      9.11     皆出席顕彰 10カ年 谷 伊津子会員 

     10.05     “パイロットウオーク”（主催：パイロットクラブ 後援：金沢百万石RC） 

     10.09     井上三郎ガバナー補佐（石川第一分区Ｂ）訪問・クラブ協議会 

     10.16     高柳功ガバナー公式訪問 

        金沢8RCを代表してガバナーへ記念品を贈呈。 

11.01    「ロータリーの友」11月号（ロータリーアットワーク）にパソコンの勉強を 

          するラオスの子供達の記事が掲載される。 

11.13     皆出席顕彰30カ年 石丸幹夫会員 10カ年 金 沂秀会員 

11.14     地区大会出席の韓国南光州RCの皆様の歓迎会（白鳥路ホテル） 

     11.15.16   地区大会（ホスト：富山みらいRC） 於：富山国際会議場  登録者18名 

               Ｒ財団協力優秀クラブ賞（150＄以上）・「年間１人100＄を」クラブ受賞 

12.04      年次総会 

12.08     子ども夢フォーラムに寄附金贈呈（社会奉仕委員会事業） 

     12.18     年忘れ家族例会    オークション金額 ¥108,700（ニコニコボックスヘ） 

     ﾒｲｸｱｳｲｯｼｭ･ｵﾌﾞｼﾞｬﾊﾟﾝに寄附金贈呈（社会奉仕委員会事業） 

12.29    ラオスＩＴセンターへパソコン10台寄贈 （受講者420名に） 

2009.01.13     金沢８RC新年合同例会（ホスト：金沢南RC） 於：ホテル日航金沢  

2.05     会報500号発行 

      2.26     金沢北RC合同例会  於：松魚亭 

      3.05     ロータリーの友よりクラブ取材  

      3.15     会長エレクトセミナー（PETS）於： 



      3.25     奉仕プロジェクト委員会炉辺会合 於：香林坊「いたる」出席者：炭谷、申、

岩倉、多田、村田、金、野城、吉田昭、石丸、魏、水野他11名 

      4.09     カナダからのＧＳＥ職業研修者５名を例会に迎える。 

      4.19     石川第一分区都市連合会（ホスト：河北南RC）於：津幡町文化会館ｼｸﾞﾅｽ 

        登録者23名 

5.01     「ロータリーの友」誌５月号「クラブ探訪」我がクラブが掲載される。 

5.10     第８回利家とまつ金沢城ハーフマラソンに出場 タイム1’56 

出場者：炭谷、金、村田、多田、魏家族６名、竹田(息子) 以上11名 

 

5.16 地区協議会（ﾎｽﾄ：金沢香林坊RC） 於：地場産業振興センター 登録15名 

次年度中川可能作ガバナー、金沢百万石RCの要望に応え、 

「ＲＣの会合・懇親会では禁煙を！」と呼びかけられた 

6.27     今年度最終 慰労例会  於：松魚亭 

     皆出席顕彰 ７カ年 西村邦雄 会員 

2009. 7. 2     2009-2010年度 村田祐一会長 「所信表明」    

     地区からの委嘱状授与 地区友情交換委員長 金 沂秀 地区環境保全小

委員長 谷 伊津子 

7.16      『クラブフォーラム』今年度委員会活動計画発表 細則の変更etc. 

7.23 高畠菊丸ガバナー補佐 「会長幹事懇談会」「クラブ協議会」 

        国際親善奨学生 古市牧子さん フランス・ナント美術学校留学前の挨拶 

      7.30     会場変更例会 於：ひょうたん町耳鼻咽喉科医院 ３Ｆ「みどり館」  

      8. 2     浅野川園遊会（親睦委員会） 出席者13名 

      8. 6     中川可能作ガバナー公式訪問 「会長幹事懇談会」 

        卓話 地区テーマ“楽しみながら人間を磨こう！” 

        表彰 “米山功労クラブ”第３回目 

               炭谷亮一会員 2011-2012年度ガバナーに立候補表明 

    8.17      ラオスＩＴセンター視察 参加：炭谷、村田会長夫妻、多田幹事、金夫妻 

        プロジェクター２台と2000＄寄附 

   8.21      2840地区高崎ＲＣより市川豊行会長・田中久夫幹事来訪  

        姉妹提携を目標に懇談会 於：駅前高崎屋 出席：村田、石丸、炭谷、 

岩倉、藤間 

8.27 米山奨学生 賈佳さん（金沢南ＲＣ）卓話「留学するということは」 

9.10 皆出席顕彰 11カ年 谷 伊津子会員 

9.17 『クラブフォーラム』ガバナー推薦について 

     10. 3     地区指導者育成セミナー 於：ホテル日航金沢  

     10. 4     地区大会（ホスト：金沢ＲＣ）登録３７名  

             表彰：Ｒ財団協力優秀クラブ賞（150＄以上） 

在籍30年且つ出席率100%ロータリアン 石丸幹夫会員 

3710地区代表出席者（李庠根、呉贊教、金明洙会員）を迎えて懇親会 

               北山吉明会員テノールコンサート（百万石ＲＣ後援）収益の会員協力を 

クラブに寄附 

               パイロットクラブ主催美術展で百万石ロータリークラブ賞寄附 

     11. 5     表彰：2008-09年度「財団の友」100%クラブ（ロータリー財団） 



        2007-09年度国際親善奨学生 山本優子さん 帰国報告 

     11.12     皆出席顕彰 31カ年 石丸幹夫会員  11カ年 金 沂秀会員 

     11.21     東京世田谷中央ＲＣ合同例会 出席：村田夫妻、多田、石丸夫妻、井口、上

杉、木村、杵屋、金父子、炭谷、竹田、永原、西村、水野、前田（19名） 

   11.22     “誰も知らない東京の旅”（親睦委員会） 

     11.26     《高崎ＲＣ歓迎例会》ビジター14名 高崎市長よりメッセージを戴く。 

     12. 3     《 年次総会 》 

                「ロータリーの友」１２月号にラオスＩＴセンターの記事が掲載される。 

12.17      《 年忘れ家族例会 》 

オークションにて82,900円（27品）が落札され、ニコニコボックスされた。 

ラオスの織物大好評！売上をラオス基金へ 

寄附金贈呈 金沢パイロットクラブへ。  

2010. 1.07     「金沢８ＲＣ新年合同例会」ホスト：金沢北ＲＣ 於：ホテル日航金沢 

ラオスＩＴセンターに支援・協力を求め、ラオス織物を販売、大盛況。 

売上金は、ラオスのＩＴセンターの支援金とする。ご協力に感謝！！ 

1.12 新入会員 若狭 豊会員  

寄附金贈呈 「子ども夢フォーラム」へ 

《 ラオス報告 》12.30 訪問。“青少年受入プログラム”面接 

合格者 Miss. Soutthida Aliyavongsa (14 才)、Miss. Khamsavanh Onsy（14 才） 

1.28  炭谷会員 ガバナーノミニーに選出される。 

2. 5      第３回パストガバナー補佐の懇親会（石川第一分区内 17 名出席）於：石亭 

     石丸、炭谷パストガバナーが出席。 

2.20  《金沢百万石・高崎ＲＣ姉妹提携調印式典（例会）懇親会》於：松魚亭 

高崎市長・金沢市長・高崎ＲＣより関係者 33 名出席 

二次会：「えんや」「はんや」 

2.21 高崎ＲＣ金沢市内観光 兼六園（時雨亭・茶席）、金沢城、MRO 本多家庭    

園、金城楼 

3.15 李庠根パストガバナー（3710 地区・南光州ＲＣ）来訪（～5.6） 

金沢医科大学にて高齢者医学の勉強に 

3.18      丸岡ＲＣより 例会に 7 名来訪 

地区協議会サブリーダー委嘱状 炭谷会員、岩倉舟伊智会員、谷伊津子会員 

     3.25      《 会場変更例会 》～若狭会員歓迎会～ 於：祐専寺（大沼会員） 

3.28      PETS（会長エレクト研修セミナー）ﾎｽﾄ：氷見ＲＣ於：氷見ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙﾏｲｱﾐ 

     3.29      “高崎ＲＣ100％例会”に出席 出席者：石丸会員夫妻、金会員 

     4. 1      藤間勘菊会長エレクト “PETS 報告” 

   4. 8     《Ｒ財団委員会》～財団の勉強会～卓話に桝田隆一郎氏（地区Ｒ財団委員長）

を迎える。 

       委嘱 米山カウンセラー 木場紀子会員 

     4.21     丸岡ＲＣお花見例会に訪問  出席者：金、多田、谷会員 

     4.30     李庠根パストガバナー送別会 於：いしや 出席者：石丸夫妻、村田、金、

藤間、多田、申、野城、若狭、木場、杵屋、魏、竹田、吉田昭、吉田光、 

     5. 6      米山奨学生 李 暁燕さん例会出席（～2011.9 月迄世話クラブとなる） 



     5. 9      第 9 回利家とまつ金沢城ハーフマラソン参加（親睦、広報委員会） 

       参加者：竹田孔徳君、上杉南月ちゃん、魏彩友美ちゃん、魏百夏ちゃん、 

魏悠暉君、魏勲揮君、魏弘章、上杉廉君、村田祐一会員、炭谷亮一会員、 

若狭豊会員 

皆出席顕彰 ３カ年 多田利明会員 

5.16     地区協議会 ホストクラブ：氷見中央ＲＣ 於：氷見ふれあいｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

              出席者：藤間、宮永、水野、上杉、西村、二木、野城、吉田昭、木場、村田、

金、(地区役員)炭谷、岩倉、谷会員 

5.20 《会場変更例会》～石川ミリオンスターズ応援例会～ 

5.30     東京友愛ロータリークラブ加盟認証伝達式（親クラブ：東京世田谷中央ＲＣ）       

          出席者：村田、石丸夫妻、木村夫妻 

6.12     南光州ＲＣ創立 40 周年記念例会 出席者：村田夫妻、金夫妻、多田、井口、

上杉、申、谷、吉田昭会員 

   6.24    《会場変更例会》～会長幹事慰労例会～ 於：招龍亭 

2010.7. 8     2010-2011 年度 藤間勘菊会長 「所信表明」 

7.       『地区役員委嘱』 危機管理委員会委員長 炭谷亮一会員  

財務委員会委員 岩倉舟伊智会員 雑誌委員会委員 野城勲会員 

環境保全小委員長 谷 伊津子会員 

16-19  《ラオスＩＴセンタープロジェクト》 

“ラオスＩＴセンター訪問とふれあいの旅” ＩＴセンターへ 2000 ドル寄付 

 参加者：炭谷プロジェクト委員長・岩倉プロジェクト委員・藤間会長・ 

宮永幹事・木村国際奉仕委員長 

18    《社会奉仕委員会》第 34 回ピティナ・ピアノコンペティション各部門入賞者

へトロフィー寄贈  於：津幡町文化会館 

19-24  《ラオスＩＴセンタープロジェクト》「 ラオス青少年交換学生 2 名ホームス

テイ」ホストファミリー：炭谷会員 

    Miss,Soutthida Aliyavongsa(14 才 女),   Miss, Khamsavanh Onsy( 14 才 女) 

21-25   韓国南光州ＲＣ 青少年交換学生 来訪 

          １姜世映 Kang Saeyoung 女 21   2.宋知炫 Song Jihyun女 14  

3.趙允祥 Cho Yunsang 男 16         4.趙殷祥 Cho Eunsang 男 14 

如来寺鐘つき体験、立山観光 

      29    ラオス交換学生＆南光州青少年交換学生が例会へ出席 

8. 5     若松明夫ガバナー補佐をお迎えして“会長・幹事懇談会”“クラブ協議会” 

8         村田祐一会員「タバコの真実」会報に連載はじまる。 

   8        「炭谷ガバナーエレクトからの手紙」会報に連載始まる 

   8.13-19   《国際奉仕委員会》ベルギー短期交換学生受入 ホストファミリー：井口会員  

 1.Ann-Sophie De Roo アン＝ｿﾌｲ―ドｳロー 23 才（女） 

2.Liesbeth Haspeslagh  リースベト ハスペスラグ 22 才（女）   

8.19      崎山武夫ガバナー公式訪問  

     姉妹クラブ 高崎ＲＣより市川、田中会長来訪 

      9.16      「通算皆出席顕彰」 谷 伊津子会員 12 カ年 

      9.26      《社会奉仕委員会》“パイロットクラブ美術展”入賞者に百万石ＲＣ賞の楯



を贈る 

9.30      米山奨学生 李暁燕さん 例会で卓話「言語と文化を統合する外国語教育」 

10.14     「通算皆出席顕彰」村田裕一会員 ８ヵ年 

10.21     〔会場変更例会〕於：如来寺 

10.29      (韓国)3710 地区より第 2610 地区、地区大会出席のため朴南洙ガバナーはじ

め４名来訪 

30     地区大会 ２１名登録 

      次年度ホストクラブとして西村会長エレクト挨拶 

11.13      姉妹クラブ・東京世田谷中央ＲＣ会員１０名来訪  

有志でゴルフ（於：片山津カントリー） 夜間合同例会（於：湯涌温泉「湯の出」） 

11.14      市内観光（江戸村・大樋美術館・金城楼） 

11.18  「通算皆出席顕彰」石丸幹夫会員 32ヵ年 金 沂秀会員 12ヵ年 

12. 2     “年次総会” 

12.16 年忘れ例会 

子ども夢フォーラム・金沢パイロットクラブへ寄付金贈呈 

オークション売上金 174,310円ニコニコボックスへ。 

2011. 1.11     金沢８ＲＣ新年合同例会 ホスト：金沢香林坊ＲＣ 於：金沢エクセルホテ

ル東急 

   1.13     川きみよさん 入会  

     2. 3      地区三行事（PETS・地区協議会・地区大会）決起大会 於：招龍亭 

       大会スローガン決まる “世界を知ろう 大きい心 深い愛 もっともっと

ロータリー” 

2.20      石川第一分区Ａ・Ｂ 都市連合会（合同例会）ホストクラブ：白山ＲＣ 

2.23      “ポリオ撲滅イルミネーションｉｎ金沢城”（日本発！） 

於：金沢城河北門２Ｆ 主催 金沢百万石ＲＣ  

『藤舎眞衣さん篠笛演奏・写真撮影会』 

       打ち上げパーティー 於：兼六城下町 ポリオ募金＝54,350円 

      《社会奉仕委員会》 書き損じはがきキャンペーン 11,161円寄付 

    3.13      会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ） ホスト：金沢百万石ＲＣ    

於：ホテル日航金沢 

  3.17      姉妹クラブ高崎ＲＣより、震災を考慮し来訪取りやめ、お土産だけいただく。 

  4. 7      会場変更 “おむすび例会” 於：主計町「土家」 

       “ポリオ撲滅イルミネーションin金沢城”写真撮影会の入賞者決まる。 

       Ａ，Ｂ，Ｃ, 参加賞（商品券とコーヒーチケット） 

    4.11      東日本大震災（会員募金）第一次送金 1,122,760円 

4.14      「皆出席顕彰」木場紀子会員・吉田昭生会員 １カ年 

  4.1/-24  “ポリオ撲滅イルミネーションin金沢城”写真展開催 於：主計町「土家」 

    5. 7      東日本大震災街頭募金（2610地区内一斉）募金額 56,950円 

  5.11      東日本大震災（会員募金）第二次送金 64,500円 （総合計1,187,260円） 

  5.13-19   米山ホームカミング 学友 バジュラチャリア・ソバナさん滞在 

       地区協議会スピーチ、市内ＲＣ・某高校での講話など 

  5.14      地区協議会リハーサル  石川県地場産業振興センター 



    5.15      2011-2012年度のための地区協議会 13:00開会点鐘 ホスト：金沢百万石ＲＣ 

  5.16      バジュラチャリア・ソバナさん歓迎会＆地区協議会慰労会 於：招龍亭 

  5.17      東京世田谷中央ＲＣ創立15周年記念例会 出席：炭谷Ｇエレクト、岩倉、 

石丸（夫妻）、宮永幹事 

  5.19      バジュラチャリア・ソバナさん例会にて卓話 

    6. 1      林 克吉会員 入会 

  6. 4      珠洲ＲＣ創立40周年記念例会 出席：藤間会長、上杉副幹事 

    6.20      辰巳クミさん 入会 

  6.21      姉妹クラブ南光州ＲＣ会長就任式出席 参加：金、上杉、井口会員 

  6.30      2010-2011年度会長・幹事慰労会＆新入会員歓迎会 於：壽屋 

   

   

2011.7.1      国際ロータリー第2610地区 炭谷亮一ガバナー誕生 

7.7      2011-2012年度 西村邦雄会長 「所信表明」 

             地区役員委嘱 地区幹事：岩倉舟伊智、財務：後出博敏、筆頭副幹事：石丸幹

夫、副幹事：多田利明、宮永満祐美、木村幸生、竹田敬一郎、木場紀子、藤

間勘菊、野城勲、井口千夏 

     7.3      《社会奉仕委員会事業》ピティナピアノコンペティションへ西村会長より“金

沢百万石ロータリー賞”トロフィー贈呈 

     7.28    2012-2013年度国際親善奨学生クラブ面接 

             米山奨学生 李暁燕さん送別会 

7.30  《親睦委員会》主計町川床の会 参加：西村、石丸、二木、大沼、藤間、宮永、

  水野、上杉、井口、石丸夫人 

8. 4    新入会員 武藤清秀会員入会 

             ベルギー短期留学（8/9~9/3） 井口眞里さん挨拶 

8.11    ☆通算皆出席顕彰 9カ年－西村邦雄会員 ☆皆出席 1カ年－北山吉明会員 

      二木秀樹 会員、4カ年－宮永満祐美会員 

     8.18   “ガバナー補佐訪問” 会長幹事懇談会、クラブ協議会 

     8.19~8.24 《南光州ＲＣ青少年交換プログラム》派遣学生へ補助金送る 

派遣学生：石丸会員推薦→今澤有紀子さん（21） 

東海林会員推薦→加畑映理子さん（21）朴梨那さん（11）石川理子さん（12） 

     8.25    南光州ＲＣ青少年交換学生 帰国報告 

米山カウンセラーへ感謝状（(財)米山奨学会） 木場紀子会員 

8.28 《社会奉仕事業》いしかわ国際ピアノコンクールへ西村会長より“金沢百万石

ロータリー賞”贈呈 

                    9. 8   ☆皆出席顕彰 5ヵ年－藤間勘菊会員 

                    2009-2010年国際親善奨学生 古市牧子さん卓話 引き続き自力で留学 

                           ベルギー短期留学生 井口眞里さん帰国報告 

    10. 2   《社会奉仕委員会》支援団体パイロットクラブの美術展へ“百万石ロータリー

賞“楯贈る。 

  10．6  地区大会1ヶ月前！ 毎例会で打合せ続く。 

    10.13    ☆通算皆出席顕彰 13ヵ年－谷伊津子会員  

☆皆出席顕彰 9ヵ年－村田祐一会員 



地区より委託 地区大会登録委員長－西村邦雄会長 

10.18    石丸会員夫妻 東京世田谷中央ＲＣ訪問 

10.28    ＲＩ会長代理ご夫妻はじめ南光州ＲＣ地区大会出席のためご到着 

10.29    指導者育成セミナー開催（13:30～） 於：金沢市アートホール 

     地区大会 本会議Ⅰ開催（14:40～） 於：金沢市アートホール 

              ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎の夕べ（17:30～） 於：招龍亭 

10:30    地区大会 本会議Ⅱ開催（12:30～） 於：石川県立音楽堂コンサートホール 

        (姉妹クラブ東京世田谷中央ＲＣ、京都北東ＲＣ、高崎ＲＣより応援参加) 

    〈地区より表彰〉2010-2011年度  ＊会長賞 ＊会員増強拡大賞  

＊Ｒ財団強力優秀クラブ賞 

         大懇親会（18:00～）   於：ホテル日航金沢 鶴の間、孔雀の間 

11.17   ☆通算皆出席 33ヵ年－石丸幹夫会員 13ヵ年－金沂秀会員 

12. 1  “年次総会”   

    12. 8   地区大会慰労会（場所：湯涌温泉 湯の出）お疲れ様でした！！ 

    12.22   “年忘れ家族例会”於：招龍亭   

     《社会奉仕委員会》寄付 子ども夢フォーラム、金沢パイロットクラブ 

2012.1.11  “金沢８ＲＣ新年合同例会”ホスト：金沢みなとＲＣ 於：ANAクラウンプラザ

ホテル 

     1.12   ☆通算皆出席 １ヵ年－川きみよ会員  

☆皆出席 １ヵ年－野城勲会員、水野陽子会員 

     1.26   地区大会引き継ぎ会 次回ホストクラブ富山大手町ＲＣ 

           “ガバナー公式訪問” 炭谷亮一ガバナー「ロータリーの大いなる変化」 

 2.2     感謝状 米山記念奨学会評議員 炭谷亮一会員へ（(財)米山記念奨学会より 

     2.12    石川第二分区 “IM” 参加 炭谷、岩倉、石丸、西村会員 

2.   「ロータリーの友」誌－英語版－に“END POLIO NOW in 金沢城”掲載される 

2.20  END POLIO NOW （東京六本木ＲＣ）参加  宮永会員、水野会員 

      3.1  北山会員｢Ｔの世界｣コンサート 19:00～ホテル日航金沢3F ﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞﾙﾐｴｰﾙ 

   3.29  藤間勘菊会員米山カウンセラーに委嘱（2012年4月～2013年3月） 

   4.12  ☆皆出席顕彰 ２ヵ年－木場紀子会員 

   4.15  RI2610地区硬式テニス大会参加 炭谷会員 

   4.23  事務局に阿原美和さんを採用 

   4.27  事務局の相川晶代さん退職 

   5.8  石丸会員夫妻 東京世田谷中央ロータリークラブ訪問 

5.8    《地区事業》ラオス農業支援センター視察旅行 

参加者：炭谷、岩倉、大沼、魏、木村、武藤 会員 

5.11  ラオス農業支援センター竣工式 

5.13  第11回｢利家とまつ｣金沢城リレーマラソン参加(親睦・広報委員会) 

参加者：村田祐一会員、山本直亮さん、魏臣謙さん、上杉廉さん、魏瑜さん、

魏旭良さん、魏名苗さん、翁卓司さん、翁由佳さん、林衿早さん、

竹田孔徳さん 

   5.17  米山奨学生 郭蒓さん 例会にて挨拶 

5.18～19 3710地区の地区大会出席 炭谷会員、岩倉会員 

 



5.20  地区協議会 ホストクラブ：富山西ＲＣ 於：富山国際会議場 

2012-13年度 地区テーマ ｢Think,Change and Love Rotary｣ 

参加者：炭谷、岩倉、木場、後出、川、西村、金、谷、石丸、水野、若狭 

   5.23  北國新聞夕刊 ｢ラオスで農業指導｣掲載 

   6.14  ☆皆出席顕彰 ５ヵ年－炭谷亮一会員 

               ２ヵ年－岩倉舟伊智会員 

   6.23  2011-2012年度会長・幹事慰労会＆新入会員歓迎会 於：湯涌温泉『湯の出』 

6.29  新入会員 大路孝之会員入会 

 

 

 

2012. 7.1    《社会奉仕委員会事業》ピティナピアノコンペティションへ北山会長より 

“金沢百万石ロータリー賞”トロフィー贈呈 

地区役員委嘱 石川第１分区Ｂガバナー補佐:木場紀子、 

パストガバナー･諮問委員会委員長:炭谷亮一 

表彰委員会委員長･ロータリーを考える委員:岩倉舟伊智 

米山奨学生小委員長：藤間勘菊 

監査委員:後出博敏、雑誌委員:西村邦雄 

7.5    2012-13年度 北山吉明会長 ｢所信表明｣ 

    ☆通算皆出席顕彰 10ヵ年－西村邦雄会員 

7.11-31  アメリカ短期交換学生 来訪 ABBEY Alex 女 18  ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ：川会員 

7.12   アメリカ交換学生（ABBEY Alex）例会へ出席 

7.25-30  韓国南光州ＲＣ 青少年交換学生 来訪 

       1.朱美宣Joo mi sun 女20   2.柳賢芝Ryu hyun ji 女16  

3.金서연 Gim seo yeon 女 11    4.金주연 Gim ju yeon 女 13 

市内観光、如来寺鐘つき体験、能登お祭り観光、水族館他 

 7.26    アメリカ交換学生＆南光州青少年交換学生が例会へ出席 

     アメリカ短期留学（7/31~8/21）川拓真さん挨拶 

 8.9    ☆皆出席顕彰 ５ヵ年－宮永満祐美会員 

8.25  ラオス農業センタープロジェクト壮行会  於：ホテル金沢 

     炭谷亮一会員他、多数の百万石会員が出席 

8.26  高崎ロータリークラブより市川パスト会長と田中副会長が来訪 

姉妹提携継続の相談 

9.3   石丸幹夫会員 東京世田谷中央ロータリークラブ訪問 

    9.6  “木場紀子ガバナー補佐訪問”会長幹事懇談会、クラブ協議会 

 9.13    ☆通算皆出席顕彰 14ヵ年－谷伊津子会員 

     ☆皆出席顕彰 ６ヵ年－藤間勘菊会員 

アメリカ短期留学（7/31~8/21）川拓真さん帰国報告 

    9.20  “中尾哲雄ガバナー公式訪問”会長幹事懇談会 

        地区幹事:奥野博之氏、地区筆頭副幹事:宮本良樹氏 同行 

    9.26-30 ラオス農業支援センター開校式へ 参加者:炭谷、岩倉、西村 

    9.30     《社会奉仕委員会》支援団体パイロットクラブの美術展へ北山会長より 

 “金沢百万石ロータリー賞”楯 贈呈 



10.   ロータリーの友10月号に｢ラオス農業支援センター完成｣掲載 

   10.11  ☆皆出席顕彰 10ヵ年－村田祐一会員 

   10.24  地区より委嘱 地区大会信任状委員会委員長－炭谷亮一会員 

               地区大会決議委員会委員－北山吉明会長 

11.1   ロータリーの友11月号に｢この人、この仕事に｣ 宮永会員掲載 

11.8   ☆通算皆出席顕彰 34ヵ年－石丸幹夫会員 14ヵ年－金沂秀会員 

11.10  地区大会1日目 ホストクラブ：富山西ＲＣ 於：富山国際会議場 

11.11   地区大会2日目 18名登録 

表彰：ロータリー財団表彰｢毎年あなたも100ドルを｣クラブ 

   ロータリー財団協力優秀クラブ賞(150$以上) 

   11.19  高崎ロータリークラブと姉妹クラブ契約更改 

11.22  米山奨学生 郭蒓さん 例会で卓話 ｢留学雑談－友好の輪を広げ｣ 

12. 6  “年次総会” 

12.20  年忘れ例会＆新入会員歓迎会 

     子ども夢フォーラム・金沢パイロットクラブへ寄付金贈呈 

オークション売上金 125,100円ニコニコボックスへ。 

12.28  炭谷会員 ラオス農業支援センター訪問 

2013.  1. 9  金沢８ＲＣ新年合同例会 ホスト：金沢百万石ＲＣ 於：ホテル日航金沢 

1.24   ☆通算皆出席 ２ヵ年－川きみよ会員  

☆皆出席 ２ヵ年－野城勲会員、１ヵ年－北山吉明会員 

『蘇った調べが繋ぐ絆』コンサート例会 19:00～ホテル日航金沢3F 孔雀の間 

～東日本大震災で被災した閖上中学校から蘇った箏～ 

   1.31  事務局に村木早苗さんを採用 

    2.2    金沢香林坊RC創立25周年記念例会 出席：北山会長、川幹事 

2.28    事務局阿原美和さん退職 

3.5    金沢みなとRC創立20周年記念例会 出席：北山会長、川幹事 

3.7    米山奨学生 郭蒓さんへ修了証贈呈 

    米山カウンセラー 藤間勘菊会員へ感謝状贈呈 

3.17    PETS（会長エレクト研修セミナー） ﾎｽﾄ:小松RC 於:小松ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

3.20  藤間勘菊会員 地域文化功労者文部科学大臣表彰受賞祝賀会 

於・ホテル日航金沢 

3.21  ☆皆出席 １ヵ年－上杉輝子会員、１ヵ年－若狭豊会員 

大路孝之会員米山カウンセラーに委嘱（2013年4月～2015年3月） 

野城勲会長エレクト「PETS」報告 

    ガバナーマンスリー3月号に「女性ロータリアンより」杵屋会員掲載 

国際親善奨学生 石田千香子さん挨拶 

“クラブフォーラム” 

   3.20-24 炭谷会員 ラオス農業支援センター見学激励訪問 

    4.3  15周年記念事業“東北大震災復興支援”子どもの村東北建設支援寄附金贈呈 

                        北山会長、川幹事 仙台の事務局訪問 

4.4    富山西RCへメーキャップ 

参加者:岩倉、野城、武藤、木場、上杉、川、東海林、藤間、水野、宮永 



4.11    ☆皆出席 ３ヵ年－木場紀子会員 

4.24  南光州RCをお迎えして 於：ｴｸｾﾙﾎﾃﾙ東急「てまり」 

4.25  創立15周年記念例会 19:00より  於：ホテル日航金沢 3F 孔雀の間 

4.28    北山吉明会長 東日本大震災チャリティコンサート後援 

5.9    《会場変更例会》 於：土家 

5.10    ウィーン・リンクRCへメーキャップ 参加者:石丸夫妻、東海林会員 

5.12    第12回「利家とまつ」金沢城リレーマラソン参加（広報委員会） 

    参加者：村田会員、大路会員、山本直亮さん、魏会員、魏臣謙さん、上杉廉

さん、魏百夏さん、魏旭良さん、魏名苗さん、翁卓司さん、林衿早さん 

5.20  金沢東RC創立55周年特別例会 出席：川幹事 

5.23  2013年度米山奨学生 楊 立山さん 例会にて挨拶 

5.25  金会員 韓国3710地区大会出席 

5.26  地区協議会 ホストクラブ：小松RC 於：こまつ芸術劇場うらら 

6.13  ☆皆出席 ３ヵ年－岩倉舟伊智会員、６ヵ年－炭谷亮一会員 

6.22    2012-2013年度会長・幹事慰労例会  於：犀川温泉「滝亭」 

6.27  二木秀樹会員 黄綬褒章受章祝賀会  於・ホテル日航金沢 

6.28  新入会員 宍戸紀文会員入会 

6.30   《社会奉仕委員会事業》ピティナピアノコンペティションへ北山会長出席 

“金沢百万石ロータリー賞”賞状・トロフィー贈呈 

 

 

  2013.7.1  地区役員委嘱 

クラブ奉仕部門Aカウンセラー・諮問委員会委員・地区ガバナー指名委員会 

委員:炭谷亮一 

立法研究委員会委員長・ロータリーを考える会委員:岩倉舟伊智 

社会奉仕委員会委員長:谷伊津子 

R米山記念奨学会委員会副委員長・米山記念奨学生小委員会委員長:藤間勘菊 

地区監査委員会委員:後出博敏 

職業奉仕委員会委員:宮永満祐美 

7.2  新入会員 稲山訓央会員入会 

7.4    2013-14年度 野城勲会長 ｢所信表明｣ 

   7.11  ☆通算皆出席 11ヵ年－西村邦雄会員 

   7.18  “原勉ガバナー補佐訪問”会長幹事懇談会、クラブ協議会 

   7.20  姉妹クラブ京都北東RC創立25周年記念例会 

       出席者：野城会長、上杉幹事、炭谷夫妻、石丸夫妻、金会員、北山夫妻、 

           宮永会員、杵屋会員、井口会員 12名 

   7.25  “湯浅外志男ガバナー公式訪問”会長幹事懇談会 

       原勉ガバナー補佐、堀伸市地区幹事 同行 

7.29  《社会奉仕委員会事業》第2回いしかわ国際ピアノコンクール～感動をとどけ 

よう～ 野城会長より“金沢百万石ロータリー賞”賞状・トロフィー贈呈 

 

 

 



8. 1   《韓国青少年交換プログラム》派遣学生3名 例会出席・補助金贈呈 

8.5-9 《韓国青少年交換プログラム》 3名派遣 

   派遣学生:上杉南月さん（13）、米崎槙佑子さん（12）、吉田阿実さん（13） 

8. 8   《国際奉仕委員会》2013-2014年度 青少年交換派遣学生 

川拓真さん例会出席・出発挨拶（8.22出発） 

8. 8   《国際奉仕委員会》2013-2014年度 青少年交換受入学生 

Blianna CARDINAさん例会出席・挨拶（8.20来沢） ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ：川会員 

    8.23-24《親睦》能登島親睦旅行 

       参加者：上杉幹事、北山会員、金会員、木場会員、宍戸会員、二木会員、 

           水野会員、宮永会員  8名 

    8.29   《韓国青少年交換プログラム》派遣学生3名 例会出席・帰国報告 

    8.30  地区より委嘱 地区大会選挙委員会委員長－炭谷亮一会員 

    9.12    ☆通算皆出席 15ヵ年－谷伊津子会員 

        ☆皆出席 ７ヵ年－藤間勘菊会員 

    9.19   《会場変更例会》 於：如来寺  

    9.29   《社会奉仕委員会》支援団体パイロットクラブ第6回美術展へ野城会長より 

“金沢百万石ロータリー賞”賞状と楯 贈呈 

      10.3  親クラブ金沢北RC創立40周年記念例会 

        野城会長、上杉幹事 他21名の会員が出席 

10.5  地区大会1日目 ホストクラブ：小松ＲＣ 於：小松ドーム 

10.6   地区大会2日目 19名登録 

表彰：ロータリー財団協力優秀クラブ賞（150$以上） 

        感謝状：前年度ガバナー補佐 木場紀子会員 

10.17   《コンサート例会》ムジカー100 プレゼンテーションコンサート 前夜祭 

10.29   米山奨学生 楊立山さん、大路会員、藤間会員 

    輪島RC主催の大本山總持寺祖院で座禅体験と大屋小学生との交流会に参加。 

10.31  《会場変更例会》 於：土家 

    富山西RCより泉会長、坂本幹事始め、14名の会員がメーキャップ。 

    卓話に第2680地区パストガバナー久野様御夫妻。第2670地区パストガバナー 

美馬様御夫妻をお招き。 

    11.14   ☆通算皆出席 35ヵ年－石丸幹夫会員、15ヵ年－金沂秀会員 

         米山奨学生 楊立山さん 例会で卓話 ｢髹漆の道－中国から日本へ｣ 

11.28   米山奨学生 楊立山さん 能都RC例会で卓話 

12. 3  米山奨学生 楊立山さん 輪島RC例会で卓話 

12. 5 “年次総会” 

 12.19  年忘れ例会 

     子ども夢フォーラム・金沢パイロットクラブへ寄付金贈呈 

オークション売上金 143,100円 

50,000円をフィリピン中部大災害義援金へ。93,100円をニコニコボックスへ。 

2014. 1. 9   金沢８ＲＣ新年合同例会 ホスト：金沢ＲＣ 於：ホテル日航金沢 

1.23    ☆通算皆出席 3ヵ年－川きみよ会員 

☆皆出席 3ヵ年－野城勲会員、2ヵ年－北山吉明会員 



1.30    米山奨学生 楊立山さん、大路会員 米山サブクラブ富山西ＲＣ訪問 

2.13    《社会奉仕委員会事業》県が実施する「省エネ・節電アクションプラン」 

へ協力。平成25年度いしかわ家庭版環境IOS認定証交付式にクラブを代表 

して、谷会員、稲山会員が出席 

    3.6  《国際奉仕委員会》青少年交換受入学生 Blianna CARDINAさん お誕生会 

3.8   姉妹クラブ東京世田谷中央ＲＣ 社会奉仕事業 いきいきライフセミナー 

参加「平家物語 祇園精舎 その先にあるもの」炭谷亮一パストガバナー 

 3.13  ☆皆出席 ２ヵ年－上杉輝子会員 

3.16    PETS（会長エレクト研修セミナー） ﾎｽﾄ:高岡ＲＣ 於:ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ高岡 

3.19    北山吉明会員 東日本大震災チャリティコンサート「花は咲く」後援 

4.10    金沢北ＲＣ合同例会「観桜会」 於:松魚亭 

5.12-17 米山奨学生 楊立山さん、東京コバヤシ画廊で個展開催。 

5.15    東日本大震災寄付金（図書購入）を明文堂プランナー清水社長に贈呈。 

☆皆出席 １ヵ年－武藤清秀会員 

    事務局に古賀恵さんを採用 

5.25  地区協議会 ホストクラブ：高岡万葉RC 於：高岡文化ホール 

6.4   事務局村木早苗さん退職 

6.5  《国際奉仕委員会》2013-2014年度 青少年交換受入学生 

Blianna CARDINAさん例会にて帰国挨拶 

     6.8   《親睦》ゴルフコンペ開催 於：能登ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 

       参加者：野城会長、上杉幹事、井口会員、岩倉会員、金会員、二木会員 

村田会員、若狭会員、  ８名 

6.12  ☆皆出席 ７ヵ年－炭谷亮一会員 

6.21  《国際奉仕委員会》2013-2014年度 青少年交換受入学生 

Blianna CARDINAさん帰国 

6.26    2013-2014年度慰労例会・新入会員歓迎会  於：ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ ﾎﾟｰﾙ･ﾎﾞｷｭｰｽﾞ 

6.29 《社会奉仕委員会事業》ピティナピアノコンペティションへ野城会長出席 

“金沢百万石ロータリー賞”賞状・トロフィー贈呈 

 

 

  2014.7.1  地区役員委嘱 

諮問委員会委員・地区ガバナー指名委員会委員・クラブ奉仕部門Ｂカウンセ

ラー：炭谷亮一 

社会奉仕委員会委員長・ﾛｰﾀﾘｰとふるさとを考える委員会委員：谷伊津子 

地区監査委員会委員長：後出博敏 

R米山記念奨学会委員会副委員長：藤間勘菊 

友情交換委員会委員：宮永満祐美 

7. 3  2014-15年度 宮永会長 ｢所信表明｣ 

7.10 ☆通算皆出席 12ヵ年－西村邦雄会員 

   ☆通算皆出席 1ヵ年－稲山訓央会員 

   ☆皆出席 1ヵ年－東海林也令子会員 

7.17 事務局 古賀恵さん退職挨拶並びに三宅磨奈美さん新任挨拶 

7.24  《日韓青少年交換留学生受入》７名来訪 



    Cho Myung Sung(16)  Cho Kyung Seo(14)  Lee Ming Gu(14)  

 Lee Ga  Hyun(15) Choi So Yuun(14)  Kim Seo Yoen(13)   

キム ジョンヒョン(16) 

8. 7   《国際奉仕委員会》2013-2014年度 青少年交換派遣学生 川拓真さん例会

出席・帰国挨拶 

    中村寛二ガバナー補佐訪問、会長幹事懇談会、クラブ協議会 

8.21  ☆皆出席 7ヵ年－宮永満祐美会員 

8.28  永田義邦ガバナー公式訪問、会長幹事懇談会 

     中村寛二ガバナー補佐、津嶋春秋地区幹事 同行 

9. 4  事務局 西村有里さん新任挨拶 

9.11    ☆通算皆出席 16ヵ年－谷伊津子会員 

    ☆皆出席 8ヵ年－藤間勘菊会員 

9.25    金沢北クラブとの合同例会「観月会」 於：ホテル日航金沢 

9.26  金沢西RC創立50周年記念例会 宮永会長、井口幹事出席 

9.28   《社会奉仕委員会》支援団体パイロットクラブ第7回美術展へ宮永会長出席 

“金沢百万石ロータリー賞”賞状と楯 贈呈 

    10.4  地区大会1日目 ホストクラブ：高岡ＲＣ  

10.5   地区大会2日目 16名登録 於：高岡市民会館、ホテルニューオオタニ高岡 

10.9  米山奨学生 楊立山さん 富山西RC例会で卓話 

10.14  米山奨学生 楊立山さん 加賀白山RC例会で卓話 

10.21  米山奨学生 楊立山さん 金沢みなとRC例会で卓話 

11.13   ☆通算皆出席 36ヵ年－石丸幹夫会員、16ヵ年－金沂秀会員 

11.10  木場紀子会員の「平成26年度第35回金沢文化活動賞」受賞をお祝いする会 

    於：ホテル日航金沢「桃李」19名参加 

11.20   高崎RC 田中久夫会長来会 

《親睦》もみじ会開催 於：バー「マクリハニッシュ」20名参加 

12.1   新入会員 布施美枝子会員入会 

12.4  「年次総会」 

12.9     金沢パイロットクラブクリスマスチャリティコンサート後援 

12.18  「年忘れ例会」 

    子ども夢フォーラム・金沢パイロットクラブへ寄付金贈呈 

オークション売上金のうち、23,160円をニコニコボックスへ 

2015. 1. 8   金沢８ＲＣ新年合同例会 ホスト：金沢東ＲＣ 於：ホテル日航金沢 

1.22    ☆通算皆出席 4ヵ年－川きみよ会員 

2.19  ☆皆出席 1ヵ年－井口千夏会員 

2.27    北山吉明会員 東日本大震災ﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄ「ああ春その懐かしい響き」後援 

3.15    PETS（会長エレクト研修セミナー） ﾎｽﾄ:野々市ＲＣ 於:国際ホテル 

3.19  米山奨学生 楊立山さん送別会 奨学金支給と記念品の贈呈 於：招龍亭 

4. 4   高崎ＲＣとの合同例会 於：高崎ビューホテル 

4. 9    富山西ＲＣとの合同例会「観桜会」 於：富山電気ﾋﾞﾙ 

4.25  金沢RC80周年記念式典 会長・幹事・炭谷PG出席 

5.14    ☆皆出席 2ヵ年－武藤清秀会員 

5.21  「オープンロータリー例会」参加者：会員18名、ゲスト18名、東京世田谷 



    中央RC9名 計45名 於：ホテル日航金沢「孔雀」 

5.24  地区協議会 ホストクラブ：野々市RC 於：野々市文化会館フォルテ 

5.30   高崎ＲＣとの合同例会 参加者：高崎RC41名、金沢百万石RC24名  

於：滝亭 

6.21  《社会奉仕委員会事業》ピティナピアノコンペティションへ宮永会長出席 

“金沢百万石ロータリー賞”賞状・トロフィー贈呈 

6.25    会長幹事慰労会並びに新入会員歓迎会  於：石亭 

6.25  新入会員入会 井上正雄会員、表靖子会員、野村礼子会員、矢来正和会員 

 

 

2015.7.1  地区役員委嘱 

諮問委員会委員・地区ガバナー指名委員会委員・日台親善会議実行委員会

顧問・R米山記念奨学会委員会カウンセラー：炭谷亮一 

社会奉仕委員会委員長：谷伊津子 

危機管理委員会委員：石丸幹夫 

広報委員会委員：藤間勘菊 

日台親善会議実行委員会委員：宮永満祐美 

R米山記念奨学会委員会委員：大路孝之 

       7. 2  2015-16年度 魏会長 ｢所信表明｣ 

        《国際奉仕委員会》2015-2016年度 青少年交換受入学生 Brady Stinsonさん

例会出席・挨拶（6.28来沢） ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ：上杉会員ほか 

     7.10 ☆通算皆出席 13ヵ年－西村邦雄会員 2ヵ年－稲山訓央会員 

          7.23 《国際奉仕委員会》2015-2016年度青少年短期交換受入学生 Brady Stinson

さん例会にて帰国挨拶、同派遣学生上杉南月さん出発挨拶（7/26～8/24） 

     7.28  宮城県亘理町小中学校図書寄贈ハートフル・プロジェクト打合せのため仙

台ＲＣ訪問 炭谷パストガバナー・魏会長 

     8.20  辻卓ガバナー補佐訪問、会長幹事懇談会、クラブ協議会 

8.20  ☆皆出席 8ヵ年－宮永満祐美会員 

8.27  柳生好春ガバナー公式訪問、会長幹事懇談会 

          辻卓ガバナー補佐、石澤康地区幹事、山田勉地区副幹事 同行 

                日台親善会議実行委員会式典部会長 委嘱 宮永満祐美会員 

日台親善会議実行委員会登録部会委員委嘱 大路孝之会員 

        日台親善会議実行委員会式典部会委員委嘱 魏 賢任会員 

        日台親善会議実行委員会式典部会委員委嘱 井口千夏会員 

        日台親善会議実行委員会懇親部会委員委嘱 藤間勘菊会員 

      9. 1  土田初子会員再入会 

9. 3 《国際奉仕委員会》2015-2016年度青少年短期交換派遣学生 上杉南月さん

例会出席・帰国挨拶 

9.11  ☆通算皆出席 17ヵ年－谷伊津子会員 

         ☆皆出席 9ヵ年－藤間勘菊会員 

     9.20 宮城県亘理町小中学校図書寄贈ハートフル・プロジェクト打合せのため韓

国・南光州ＲＣ訪問 炭谷パストガバナー 

 



    9.27  《社会奉仕委員会》支援団体パイロットクラブ第8回美術展へ魏会長出席 

“金沢百万石ロータリー賞”賞状と楯 贈呈 

10.8    金沢北クラブとの合同例会「観月会」 於：松魚亭 

    10.22  2012-13年度米山奨学生 郭蒓さん例会出席 於：土家 

        ホームカミング制度を利用し里帰り・地区大会出席 

10.24  地区大会1日目 ホストクラブ：白山ＲＣ 

        10.25  地区大会2日目 於：松任文化会館、松任総合運動公園体育館 

11.5  インド3201地区Palalad Fort RCより4名が来会しバナー交換 

11.12   ☆通算皆出席 37ヵ年－石丸幹夫会員 17ヵ年－金沂秀会員 

☆皆出席 1ヵ年－魏賢任会員 

    11.12  マルチプル・ポール・ハリス・フェロー$1000 ７回目寄付に対するバッ

ジ授与 炭谷亮一会員 

    11.19  「ｵｰﾌﾟﾝﾛｰﾀﾘｰ例会」於：ﾌﾗﾜｰｶﾞｰﾃﾞﾝ 参加者：会員22名、ゲスト11名 

    11.24  宮城県亘理町小中学校図書寄贈ハートフル・プロジェクト打合せのため仙

台ＲＣ訪問 炭谷パストガバナー 

    11.26  ｵｰﾌﾟﾝｽﾀｲﾙ例会 於：招龍亭 参加者：会員26名、ゲスト・ビジター13名 

        11.30  宮城県亘理町小中学校図書寄贈ハートフル・プロジェクト打合せのため高

崎ＲＣ訪問 炭谷パストガバナー 

    12.1    新入会員 上田喜之会員入会 

12.3   「年次総会」 

12.7     金沢パイロットクラブクリスマスチャリティコンサート後援 

12.17  「年忘れ例会」 

     子ども夢フォーラム・金沢パイロットクラブへ寄付金贈呈 

オークション売上金１２万円をニコニコボックスへ 

2016. 1. 7  金沢８ＲＣ新年合同例会 ホスト：金沢西ＲＣ 於：ホテル日航金沢 

1.21    ☆通算皆出席 5ヵ年－川きみよ会員 

2.4～5 ＩＴセンター支援のためラオス訪問 炭谷パストガバナー 

2.18   辻卓ガバナー補佐訪問・打合会 

2.26  台湾南部地震お見舞金送金 56,000円 

3.1   新入会員 勝山達郎会員入会 

3.13    PETS（会長エレクト研修セミナー）ホスト:南砺ＲＣ 於:ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ高岡 

3.16  稲山会員送別会並びに新入会員歓迎会 

3.21    宮城県亘理町小中学校図書寄贈ハートフル・プロジェクト打合せのため仙

台ＲＣ訪問 炭谷パストガバナー 

3.31  稲山訓央会員退会 

4.1   新入会員 森眞一郎会員入会 

4.10  地区協議会・研修会 ホスト：砺波RC 於：砺波市文化会館ほか14名出席 

4.14   「オープンロータリー例会」於：土家 参加者：会員22名、ゲスト5名 

4.28  2016-17年度米山奨学生 黄 懿園（コウ イエン）さん 例会にて挨拶 

4.29～5.3 《韓国青少年交換プログラム》３名派遣 金会員同行 

    派遣学生:上杉廉さん（中1）、奥村海祐さん（高2）、吉田阿実さん（高2） 
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 高崎ＲＣより１３名がメーキャップ来会 於：招龍亭 

高崎ＲＣより会員職場訪問：宮永会員「月映」、藤間会員「土家」 

《韓国青少年交換プログラム》派遣学生３名より帰国報告 

東京世田谷中央RC20周年記念式典 会長ほか５名出席 

☆皆出席 3ヵ年－武藤清秀会員 1ヵ年－大路孝之会員 

熊本地震被災者義援金送金 32万円 

韓国南光州RCとの交流会 会長ほか５名出席 

新入会員 村上咏実子会員入会 

第５回日台ロータリー親善会議 於：県立音楽堂 式典：全員登録 

 懇親会：会長ほか８名参加 

辻卓ガバナー補佐訪問・打合会 

新入会員 道端勝太会員入会 

《社会奉仕委員会事業》ピティナピアノコンペティションへ魏会長出席 

“金沢百万石ロータリー賞”賞状・トロフィー贈呈 

宮城県亘理町小中学校図書寄贈ハートフル・プロジェクト贈呈式のため仙

台ＲＣ訪問 会長ほか２名出席 

会長幹事慰労会並びに新入会員歓迎会  於：金澤玉寿司 

 

 

地区役員委嘱 

諮問委員会委員・地区ガバナー指名委員会委員・R財団委員会カウンセラ

ー：炭谷亮一 

危機管理委員会委員：石丸幹夫 会員拡大増強委員会委員：魏賢任 

広報委員会委員：藤間勘菊 R米山記念奨学会委員会委員：大路孝之 

2016-17年度 若狭会長 ｢所信表明｣ 

☆通算皆出席 14ヵ年－西村邦雄会員 1ヵ年－井上正雄会員 

 1ヵ年－表靖子会員 

新入会員 衣川昭浩会員入会 

吉井清ガバナー補佐訪問、会長幹事懇談会、クラブ協議会 

岡部一輝ガバナー公式訪問、会長幹事懇談会 

吉井清ガバナー補佐、澤田地区幹事 同行 

☆皆出席 9ヵ年－宮永満祐美会員 1ヵ年－若狭豊会員 

宍戸紀文会員退会 

親睦例会開催 於：片町 ぶどうの木 

☆通算皆出席 18ヵ年－谷伊津子会員 

☆皆出席 10ヵ年－藤間勘菊会員 

ロータリー財団100周年記念募金 46,000円 

《社会奉仕委員会》支援団体パイロットクラブ第9回美術展へ若狭会長出席 

“金沢百万石ロータリー賞”賞状と楯 贈呈 

「ｵｰﾌﾟﾝﾛｰﾀﾘｰ例会」於：ホテル日航金沢 参加者：会員26名、ゲスト9名 

富山西ＲＣとの合同例会 於：辻家庭園 

地区大会1日目 ホストクラブ：砺波ＲＣ 

地区大会2日目 於：砺波市文化会館、砺波ロイヤルホテル 
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 白山石川ＲＣ15周年記念例会 若狭会長・武藤幹事出席 

☆通算皆出席 38ヵ年－石丸幹夫会員 18ヵ年－金沂秀会員 

☆皆出席 2ヵ年－魏賢任会員 

「年次総会」 

新入会員入会 浦田哲郎会員、小浦勇一会員 

金沢パイロットクラブクリスマスチャリティコンサート後援 

☆皆出席 1ヵ年－布施美枝子会員 

「年忘れ例会」 

子ども夢フォーラム・金沢パイロットクラブへ寄付金贈呈 

オークション売上金94,900円をニコニコボックスへ 

木場紀子会員が正会員から名誉会員に 

二木秀樹会員退会（2017.3.26逝去） 

金沢８ＲＣ新年合同例会 ホスト：金沢南ＲＣ 於：ホテル日航金沢 

☆通算皆出席 6ヵ年－川きみよ会員 

新入会員 木下眞知子会員入会 

高崎ＲＣより４名がメーキャップし、2840地区大会のご案内 

PETS（会長エレクト研修セミナー）ホスト:加賀ＲＣ 於:ゆのくに天祥 

クラブフォーラム PETS報告、次年度組織・方針 

石川第１分区ＡＢ合同ＩＭ（都市連合会） ホスト：香林坊ｸﾗﾌﾞ・北ｸﾗﾌﾞ 

2016-17米山奨学生 黄 懿園さん送別会と新入会員歓迎会 於：招龍亭 

白山ＲＣ50周年記念式典 若狭会長出席 

地区協議会・研修会 ホスト：加賀RC 於：加賀市文化会館 10名出席 

☆皆出席 1ヵ年－上杉輝子会員 

河北南ＲＣ20周年記念例会 若狭会長出席 

《日韓青少年交換留学生受入》４名来訪  ヤン ジェウオン(15)  

ヤン スンヒョク (13) イ ジホ (13) オム ソンウ (15)  

オープンロータリー例会 於：魚匠庵 参加者：会員26名、ゲスト13名 

2017-19米山奨学生 李 紅艶（リ コウエン）さん挨拶 

仙台ＲＣ80周年記念大会 岩倉会員・魏会員・炭谷会員出席 

☆皆出席 4ヵ年－武藤清秀会員 2ヵ年－大路孝之会員 

新入会員 柴田未来会員入会 

☆通算皆出席 1ヵ年－村上 咏実子会員 

《社会奉仕委員会事業》ピティナピアノコンペティション金沢西前期地区

へ若狭会長出席“金沢百万石ロータリー賞”賞状・トロフィー贈呈 

富山西RC４５周年記念式典・祝賀会 ７名出席 

新入会員 助田忠弘会員入会 

会長幹事慰労会並びに歓送迎会  於：杉の井 

勝山達郎会員・川きみよ会員退会 

 

 

地区役員委嘱 

諮問委員会委員・地区研修リーダー・国際奉仕部門ｶｳﾝｾﾗｰ：炭谷亮一 

会員拡大増強委員会委員：魏賢任 R米山記念奨学会委員会委員：大路孝之 
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 《社会奉仕委員会事業》ピティナピアノコンペティション金沢西後期地区

へ上杉会長出席“金沢百万石ロータリー賞”賞状・トロフィー贈呈 

2017-18年度 上杉会長 ｢所信表明｣ 

西野裕一ガバナー補佐訪問、会長幹事懇談会、クラブ協議会 

☆通算皆出席 15ヵ年－西村邦雄会員 2ヵ年－井上正雄会員 

        2ヵ年－表  靖子会員 1ヵ年－矢来正和会員 

「２０周年実行委員会〔第１回〕」 

下口幸雄ガバナー公式訪問、会長幹事懇談会 

西野裕一ガバナー補佐、田中智憲地区幹事 同行 

☆皆出席 10ヵ年－宮永満祐美会員 2ヵ年－若狭豊会員 

「２０周年実行委員会〔第２回〕」 

「親睦例会」 於：ジャルダン ポール ボキューズ 

☆通算皆出席 19ヵ年－谷伊津子会員 

☆皆出席 11ヵ年－藤間勘菊会員 

「２０周年実行委員会〔第３回〕」 

《社会奉仕委員会》支援団体パイロットクラブ第10回美術展へ上杉会長出

席“金沢百万石ロータリー賞”賞状と楯 贈呈 

「会場変更例会」 於：如来寺 高崎ＲＣよりＲＩＤ2840地区 田中ガバ

ナーはじめ５名メーキャップ 

金沢北ＲＣとの合同例会 於：金沢東急ホテル 

「２０周年実行委員会〔第４回〕」 

地区大会１日目 ホストクラブ：加賀ＲＣ 

地区大会２日目 於：加賀市文化会館・ホテルアローレ 

ｵｰﾌﾟﾝﾛｰﾀﾘｰ例会 於：ホテル日航金沢 参加者：会員25名、ゲスト9名 

☆通算皆出席 39ヵ年－石丸幹夫会員 19ヵ年－金沂秀会員 

「親睦例会」 於：ジムホール 

仲島康雲会員入会 

「年次総会」 於：ホテル日航金沢 

「２０周年実行委員会〔第５回〕」 

「会員素囃子練習会〔第１回〕」 

「親睦例会」 於：仁志川 

「年忘れ例会」 於：ホテル日航金沢 

子ども夢フォーラム・金沢パイロットクラブへ寄付金贈呈 

オークション売上金128,010円を２０周年会計へ 

森眞一郎会員退会 

金沢８ＲＣ新年合同例会 ホスト：金沢北ＲＣ 於：ホテル日航金沢 

「会員素囃子練習会〔第２回〕」 

「会員素囃子練習会〔第３回〕」 

大雪のため例会休会 「２０周年実行委員会〔第６回〕」 

金沢香林坊ＲＣ３０周年記念例会 

「会員素囃子練習会〔第４回〕」 

金沢みなとＲＣ２５周年記念例会 

「会員素囃子練習会〔第５回〕」 
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4.19 

 

4.21 

 

 

4.22 

5.17 

5.25 

5.31 

 

6.10 

 

6.28 

6.30 

 

 

2018.7.1 

 

7.5 

7.12 

7.16 

 

7.21 

7.25 

7.25～29 

7.26 

 

 

8.9 

 

 柿木健雄会員・北村信一会員入会 

「２０周年全体会議〔第１回〕」 

「会員素囃子練習会〔第６回〕」 

「２０周年全体会議〔第２回〕」 

「会員素囃子練習会〔第７回〕」 

PETS（会長エレクト研修セミナー）ホスト:富山ＲＣ 於:富山電気ビル 

「クラブフォーラム」PETS報告、次年度組織・方針 

大平政樹会員再入会 

「２０周年全体会議〔第３回〕」 

「会員素囃子練習会〔第８回〕」 

☆皆出席 2ヵ年－上杉輝子会員 

「２０周年全体会議〔第４回〕」 

「会員素囃子練習会〔第９回〕」 

「２０周年全体会議〔第５回・最終〕」 

「会員素囃子練習会〔第１０回・最終〕」 

クラブ創立２０周年記念講演会 14:30～ 於：石川県立音楽堂邦楽ﾎｰﾙ 

クラブ創立２０周年記念式典    16:30～ 於：石川県立音楽堂邦楽ﾎｰﾙ 

クラブ創立２０周年記念祝宴   18:00～ 於：ホテル日航金沢孔雀の間 

地区協議会・研修会 ホスト：富山南ＲＣ 於：富山県民会館 4名出席 

☆皆出席 5ヵ年－武藤清秀会員 3ヵ年－大路孝之会員 

金沢東ＲＣ６０周年記念特別例会 

富山西ＲＣ合同例会 於：富山県美術館・キュイジーヌフランセーズ ラ・

シャンス 

《社会奉仕委員会事業》ピティナピアノコンペティション金沢西前期地区

へ上杉会長出席“金沢百万石ロータリー賞”賞状・トロフィー贈呈 

会長幹事慰労会並びに歓送迎会  於：金沢茶屋 割烹つづみ 

北山吉明会員・村上咏美子会員・村田祐一会員・山崎正美会員退会 

 

 

地区役員委嘱 諮問委員会委員・RI規定審議会代表議員・青少年奉仕部門ｶ

ｳﾝｾﾗｰ：炭谷亮一  R米山記念奨学会委員会委員：大路孝之 

2018-19年度 武藤清秀会長 ｢所信表明｣ 

永瀬喜子ガバナー補佐訪問、会長幹事懇談会、クラブ協議会 

《社会奉仕委員会事業》第42回ピティナ・ピアノコンペティション金沢西

後期地区へ武藤会長出席“金沢百万石ロータリー賞”賞状・ﾄﾛﾌｨｰ贈呈 

京都北東ＲＣ３０周年記念例会 会長・幹事他８名出席 

平成30年7月豪雨被害義援金 \46,000を地区へ 

《日韓青少年交換留学生派遣》金沢伏見高校３年 永井果歩さん １名 

若林啓介ガバナー公式訪問、会長幹事懇談会 

永瀬喜子ガバナー補佐、黒川伸一地区幹事 同行 

☆通算皆出席 16ヵ年－西村邦雄会員 3ヵ年－井上正雄会員 

《2018-19年度派遣交換学生》金大付属高校１年 下出昇英さん 米国ＮＹ

州Oneida R.C. への１年間派遣のためご家族と例会出席 
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9.30 

 

 

10.6 

10.9 

10.18 

 

10.27 

10.28 

11.15 

 

11.29 

12.6 

12.13 

 

12.21 

 

 

12.25 

2019.1.9 

1.17 

1.31 

 

2.28 

2.28～3.5 
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6.9 

 

6.16 

 ☆皆出席 11ヵ年－宮永満祐美会員 3ヵ年－若狭豊会員 

道端勝太会員退会 

第１回炉辺会合 於：①江守邸 ②ｹﾞｽﾄﾊｳｽ 花鳥風月 ③ﾗ・ﾍﾞｯﾄﾗ・ﾀﾞ・

ｵﾁｱｲ ｶﾅｻﾞﾜ 

☆通算皆出席 20ヵ年－谷伊津子会員 

☆皆出席 12ヵ年－藤間勘菊会員 

《社会奉仕委員会》支援団体パイロットクラブ第11回美術展へ武藤会長出

席“金沢百万石ロータリー賞”賞状と楯 贈呈 

大沼俊昭会員・衣川昭浩会員退会 

金沢北ＲＣ４５周年記念例会 

平成30年北海道胆振東部地震義援金 ￥43,864を地区へ 

元米山奨学生バジュラチャリア ソバナさんとご家族が例会出席 

（10.11～10.29日本滞在 うち金沢滞在は10.11～10.23） 

地区大会１日目 ホストクラブ：富山ＲＣ 

地区大会２日目 於：富山国際会議場・ANAクラウンプラザホテル富山 

ｵｰﾌﾟﾝﾛｰﾀﾘｰ例会 於：ﾎﾃﾙ日航金沢 参加者：会員18名、ゲスト5名 

☆通算皆出席 40ヵ年－石丸幹夫会員 20ヵ年－金沂秀会員 

「親睦例会」 於： ﾗ・ﾍﾞｯﾄﾗ・ﾀﾞ・ｵﾁｱｲ ｶﾅｻﾞﾜ 

「年次総会」 於：ホテル日航金沢 

「会場変更例会」 於：招龍亭 

☆皆出席 1ヵ年－東海林也令子会員 

「年忘れ例会」 於：ホテル日航金沢 

子ども夢フォーラム・金沢パイロットクラブへ寄付金贈呈 

オークション売上金112,900円をニコニコ会計へ 

野城勲会員・野村礼子会員退会 

金沢８ＲＣ新年合同例会 ホスト：金沢香林坊ＲＣ 於：金沢東急ﾎﾃﾙ 

会員６名の出席免除申請について理事会承認 

藤間勘菊カウンセラーへ米山奨学会より感謝状の贈呈 

大平正樹会員・土田初子会員退会 

☆皆出席 1ヵ年－江守道子会員 

武藤会長「水タンク設置事業」視察のためネパールへ 

金沢南ＲＣ５０周年記念例会 講演会に会長・幹事他12名参加 

PETS（会長エレクト研修セミナー）ホスト:金沢ＲＣ 於:金沢ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎ

ﾃﾙ 参加者：炭谷ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ、宮永次期ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、大路会長ｴﾚｸﾄ 

高崎ＲＣ６５周年記念例会 会長他8名出席 

「クラブフォーラム」PETS報告、次年度組織・方針 

地区研修・協議会 ホスト：金沢ＲＣ 於：石川県地場産業振興センター 

「会場変更例会」 於：ｽｺｰﾙ金沢「DOCTOR’ S CREATION CAFE 87」 
2019-20米山奨学生 蘇日娜（ソルナ）さん挨拶 

☆皆出席 6ヵ年－武藤清秀会員 4ヵ年－大路孝之会員 

《社会奉仕委員会事業》ピティナピアノコンペティション（金沢西前期地

区）へ武藤会長出席“金沢百万石ロータリー賞”賞状・トロフィー贈呈 

加賀ＲＣ45周年記念式典 武藤会長出席 
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9.27 

 

 

9.29 

 

10.1 

10.3 

 

10.15 
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 会長幹事慰労会  於：金沢茶屋 割烹つづみ 

表靖子会員・布施美枝子会員退会 

 

 

地区役員委嘱 諮問委員会委員・社会奉仕部門ｶｳﾝｾﾗｰ：炭谷亮一  

石川第一分区Ｂガバナー補佐・危機管理委員会委員：宮永満祐美 

R米山記念奨学会委員会副委員長：藤間勘菊 

2019-20年度 大路孝之会長 ｢所信表明｣ 

「会場変更例会」 於：招龍亭 

宮永満祐美ガバナー補佐訪問、会長幹事懇談会、クラブ協議会 

松本耕作ガバナー公式訪問、会長幹事懇談会 

宮永満祐美ガバナー補佐、藤澤秀紀地区幹事 同行 

☆通算皆出席 17ヵ年－西村邦雄会員 

《社会奉仕委員会》第43回ピティナ・ピアノコンペティション金沢西後期

地区予選へ大路会長出席“金沢百万石ロータリー賞”賞状・ﾄﾛﾌｨｰ贈呈 

《日韓青少年交換留学生受入》 受入家庭：江守会員・北村会員 

 キム ヒョユン(中１女子) ユウ ミンジ(高3女子) キム ジュソン

(中３男子) ジョン ジェジン (高2男子)  計4名が7/25例会参加 

《2019-20年度受入交換学生》 受入家庭：江守会員・加畑様・村井様 

米国ＮＹ州Oneida R.C. より１年間受入のRyann Nicole DUNNさんを小 

松空港まで出迎え 都合により1日遅れて到着 

☆皆出席 12ヵ年－宮永満祐美会員 4ヵ年－若狭豊会員 

☆通算皆出席 21ヵ年－谷伊津子会員 

☆皆出席 13ヵ年－藤間勘菊会員 

金沢西ＲＣ５５周年記念例会 宮永ガバナー補佐・大路会長・東海林幹事

出席 

2019年8月九州北部豪雨災害義援金 \18,500を地区へ 

《社会奉仕委員会》支援団体パイロットクラブ第12回美術展へ大路会長出

席“金沢百万石ロータリー賞”賞状と楯 贈呈 

新入会員 高田 敏会員入会 

「会場変更例会」 於：ｽｺｰﾙ金沢「DOCTOR’ S CREATION CAFE 87」 
☆皆出席 1ヵ年－助田忠弘会員 

《国際奉仕委員会》金沢市社会福祉協議会へ学習支援パソコン寄付 

「高田会員歓迎会及び親睦会」 於：金澤ﾌﾟﾚﾐﾅﾝｽ／ﾉﾘｵ ﾀｰﾌﾞﾙ 

第2790地区台風15号災害義援金 \18,500を地区へ 

「富山西ＲＣとの合同例会」 於：ホテル日航金沢 

地区大会１日目 ホストクラブ：金沢香林坊ＲＣ 

地区大会２日目 於：石川県立音楽堂・ANAクラウンプラザホテル金沢 

「オープンロータリー例会」 於：ホテル日航金沢 

☆通算皆出席 21ヵ年－金沂秀会員 

「会場変更例会」 於：招龍亭 

「年次総会」 於：ホテル日航金沢 

「会場変更例会」 於：ｽｺｰﾙ金沢「DOCTOR’ S CREATION CAFE 87」 
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 「年忘れ例会」 於：ホテル日航金沢 

子ども夢フォーラム・金沢パイロットクラブへ寄付金贈呈 

オークション売上金81,010円をニコニコ会計へ 

☆皆出席 2ヵ年－東海林也令子会員 

金沢８ＲＣ新年合同例会 ホスト：金沢みなとＲＣ 於：ANAｸﾗｳﾝﾎﾃﾙ 

高崎ＲＣよりRID2840地区 田中パストガバナーはじめ８名メーキャップ 

井上正雄会員逝去 享年63歳 

首里城火災に対する義援金 \38,000を地区へ 

野々市ＲＣ創立４０周年記念例会 宮永ガバナー補佐出席 

米山奨学生ソルナさん送別会 於：ﾙ・ｸﾞﾘﾙﾄﾞﾐﾆｸ・ﾌﾞｼｪ・ｶﾅｻﾞﾜ 

受入交換学生ライアンさん送別会 於：ホテル日航金沢 

新型コロナウィルス感染拡大の影響によりライアンさん早期帰国 

「クラブフォーラム」次年度組織・基本方針 

☆皆出席 1ヵ年－江守巧会員、江守道子会員、仲島康雲会員 

新型コロナウィルス感染拡大による緊急事態宣言発令を受けて例会取止め 

廣田憲治会員入会 

相良光貞会員退会 

《友好》韓国南光州ＲＣ５０周年記念式典－参加見送り 

「クラブフォーラム」事業計画・予算・年間行事予定 

2020-21米山奨学生 張露穎（チョウ ロエイ）さん挨拶 

☆皆出席 7ヵ年－武藤清秀会員 5ヵ年－大路孝之会員 

 1ヵ年－小浦勇一会員 

若狭 豊会員退会 



 


