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Rotary Serving Humanity

地区テーマ

語り合おう ロータリー

クラブ目標

楽しくクラブ運営、繋ごう奉仕活動
〜半世紀に向けての意識

Without limit〜

事務局
〒920-0869 金沢市上堤町1-15 金沢上堤町ビル
TEL.076-222-2525 FAX.076-224-2882
E-mail minamirc@angel.ocn.ne.jp
URL http://www.kanazawa-south.jp/
例会場■ホテル日航金沢
例 会日■毎週火曜日 12時30分〜13時30分

12 月のお祝い
◆誕生日◆
20日 柳原行生会員
24日 中山英紀会員
27日 木村正栄会員
30日 小坂卓也会員
11月8日 ゲスト
谷伊津子ミュージックスタジオ・気功塾主宰

谷伊津子氏

◆結婚記念日◆
2日 奥田孝行会員
24日 星山喜久会員

12 月・１月行事予定

11月15日

ゲスト
金沢南RC

石瀬貴昭会員

12月 6日（火） 年次総会（例会時）
6日（火） 8RC新年合同例会打ち合わせ
13日（火） 被選理事会 12：00
13日（火） 12月定例理事会 例会終了後
20日（火） 年忘れ家族会
ホテル日航金沢 点鐘18：30
27日（火） 休会
1月10日（火） 例会振替→金沢8RC新年合同例会
11日（火） 金沢8RC新年合同例会
ホテル日航金沢 点鐘18：30
17日（火） 50周年事務連絡会議 11：00
17日（火） １月定例理事会 例会終了後

卓話予定
12月 6日 立食例会
12月13日 金沢南ＲＣ 中山英紀会員
12月20日 年忘れ家族会
11月22日

ゲスト
金沢南RC

髙木慎一朗会員

12 月のロータリーレート

１ドル＝ 106 円

金沢東（月）／ＡＮＡホリデイ・イン金沢スカイ 金沢香林坊（月）／金沢東急ホテル 金沢みなと
（火）／ANAクラウンプラザホテル金沢
金沢
（水）／金沢ニューグランドホテル
金沢北
（木）／松魚亭
金沢百万石（木）／ホテル日航金沢
金沢西（金）／金沢都ホテル
※但し、金沢香林坊RCは18時30分点鐘、金沢百万石RCは19時点鐘です。

第 2301 回 平成 28 年 11 月 1 日（火） 曇り
●ソング
●出 席

君が代・奉仕の理想
44名 欠席/9名（他出席免除3名）
前回修正出席率 92.45％

●幹事報告
・10月22日、23日の地区大会のお礼状をいただきました。
●ニコニコボックス
園田会員──────────────────────
結婚記念日のお祝いありがとうございます。結婚して
25年が過ぎ、銀婚式を迎えることになりました。
三野会員──────────────────────
44年皆出席自祝。
三好会員─────────────────────
京都東山RCへの表敬訪問お疲れ様でした。
浜上会員──────────────────────
先週東山ロータリークラブへ表敬訪問してきました。
押野谷会員─ ───────────────────
17年皆出席自祝。
北会員───────────────────────
本日（11/1）が結婚記念日です。

第 2302 回 平成 28 年 11 月 8 日（火） 曇り
●ソング
●出 席

我等の生業
45名 欠席/8名（他出席免除3名）
前回修正出席率 89.28％
金沢百万石RC 谷伊津子会員（ゲスト）
●ビジター
●ニコニコボックス
谷伊津子様─────────────────────
卓話謝礼をニコＢＯＸへ。
鍔会員───────────────────────
結婚記念日のお祝い有難うございました。
土井会員──────────────────────
結婚記念日、51年になりました。お祝いありがとう。
松本会員──────────────────────
谷伊津子さん、卓話楽しみにしております。
地区大会で30年表彰を頂き感謝して。
浜上会員──────────────────────
日本料理「銭屋」主人の髙木慎一朗会員は、米ボスト
ンのジャパンソサエティから、米国における日本料理の進
化と発展に貢献したとして文化功労表彰を受けました。お
めでとうございます。
塩梅会員──────────────────────
谷伊津子様、本日の卓話宜しくお願いします。

第 2303 回 平成 28 年 11 月 15 日（火） 雨
●ソング
●出 席
●ビジター

それでこそロータリー
38名 欠席/16名（他出席免除2名）
前回修正出席率 96.22％
長崎出島RC
堤 祐敬会員
福岡遠賀RC
花田利生会員

●幹事報告
・本日例会終了後、11月定例理事会を開催します。
５階 梅の間

12:30 〜 13:30
坂東会員─────────────────────
結婚記念日自祝。
山内会員──────────────────────
結婚記念日自祝。
山森会員──────────────────────
結婚記念日自祝。
髙木会員──────────────────────
結婚記念月自祝。そしてボストンの日本協会よりア
ワードをいただきました。
竹内会員──────────────────────
結婚記念日自祝。
石瀬会員──────────────────────
社長に就任いたしました。今後ともご指導お願い致し
ます。
木下会員─────────────────────
誕生日のお祝い有難うございました。まだまだ、これ
からです。
本年度累計額

595,500円

12:30 〜 13:30
祖泉会員─────────────────────
金沢百万石ロータリークラブ谷伊津子様、本日は卓話
ありがとうございます。昨年度は地区社会奉仕委員会で
お世話いただきありがとうございました。
・先週2日～6日日曜日まで、ミャンマーの都市ヤンゴン
に視察旅行に行って来ました。めざましい発展のまさに
真っ只中の国のパワーを全身に感じながらまたその反面
にある子供達の貧困も目にして来ました。今回の視察旅
行の成功を木村賢一郎会員とそのお父様、同行したロー
タリーメンバー、現地ガイドさん、及びミャンマーでの視
察先の方々に、心から感謝しております。
大山会員──────────────────────
最高の旅でした。みなさん本当にありがとうございま
す。また次回宜しくお願いします。
本年度累計額

619,000円

●卓 話
「私のロータリアンとしての意識改革」
谷伊津子ミュージックスタジオ・気功塾
主宰 谷 伊津子氏

12:30 〜 13:30
・本日パスト会長会を開催します。
つば甚 18：30より
●ニコニコボックス
長崎出島RC  堤会員─────────────────
本日はお世話になります。
大原会員──────────────────────
本日の卓話、石瀬貴昭会員、宜しくお願いします。

園田会員──────────────────────
石瀬貴昭君、卓話宜しくお願い致します。
岩本会員──────────────────────
誕生日、結婚記念日お祝い有難うございます。
谷﨑会員──────────────────────
石瀬貴昭様、本日の卓話宜しくお願いします。
小坂会員─────────────────────
昨日、弟に第１子の男の子が誕生しました。私も正真正

銘のオジさんの仲間入りです。
本年度累計額
●卓 話
「韓国企業訪問のご報告」
金沢南RC

第 2304 回 平成 28 年 11 月 22 日（火） 曇り
●ソング
●出 席

我等の生業
40名 欠席/13名（他出席免除3名）
前回修正出席率 92.45％
金沢RC
小澤浩太郎会員

●ビジター
●幹事報告
・来週11月29日は休会です。
・11月29日（火）、会員組織委員会の炉辺会合を開催し
ます。 18：30 もんぜん
●ニコニコボックス
大原会員──────────────────────
本日の卓話、髙木慎一朗君、よろしくお願い致します。
園田会員──────────────────────
髙木会員、本日の卓話宜しくお願い致します。
岩井会員──────────────────────
浜上会員、ロータリー財団寄付有難うございます。お
陰様で目標達成できました。
浜上会員──────────────────────
髙木慎一朗会員、本日の卓話宜しくお願い致します。

石瀬貴昭会員

12:30 〜 13:30
酒田会員──────────────────────
野畠様、金沢市文化・産業功労賞受賞おめでとうござい
ました。
・髙木様、此の度は、受賞おめでとうございました。
・石瀬様、此の度社長ご就任おめでとうございます。
・ゴルフ同好会中田会長、幹事の祖泉さん、石瀬さん、先
週ゴルフコンペご苦労様でした。
奥田会員──────────────────────
ゴルフ同好会、ゴルフコンペにて優勝しました。ありがと
うございました。
本年度累計額

668,000円

●卓 話
「授賞記念講演より」
金沢南RC

髙木慎一朗会員

12 月の例会変更

11 月定例理事会議事録
平成28年11月15日（火）例会終了後
●日 時
ホテル日航金沢 5階 松の間
●場 所
●協議事項
１．年次総会開催の件
12月6日（火）例会時
２．次副会長候補者の件
３．例会変更（年忘れ家族会）の件
12月20日（火）点鐘18：30 ホテル日航金沢
４．例会場へのお歳暮の件
例年通りとする。
５．規定審議会定款改定について
地区会議の結果をもとに検討
６．新会員候補者の件
職業分類 ビルメンテナンス
1名
塗料販売店（新設） 1名
●報告事項
１．京都東山ＲＣ表敬訪問報告
来春来訪し、合同親睦会を行う予定
２．金沢８RC幹事会報告
①金沢８RC新年合同例会の件
②規定審議会改定事項について意見交換

632,000円

●金沢RC

12月14日（水）18:00～ ホテル日航金沢
「イヤーエンドパーティー」
12月28日（水） 休会

●金沢東RC 12月12日（月）18:30～ ANAホリデイ・イン金沢スカイ
「年忘れ家族例会」
12月26日（月） 休会
●金沢西RC 12月16日（金）18:00～ 金沢都ホテル
「クリスマス例会」
●金沢南RC 12月20日（火）18:30～ ホテル日航金沢
「年忘れ家族会」
12月27日（火） 休会
●金沢北RC 12月15日（木）18:30～

松魚亭

「年忘れ会」
12月22日（木） 休会
●香林坊RC 12月19日（月）18:30～ 金沢東急ホテル
「年忘れ家族会」
●みなとRC 12月20日（火）18:00～ ANAクラウンプラザホテル金沢
「年忘れ家族親睦夜間例会」
12月27日（火） 休会
●百万石RC 12月  8日（木）19:00～ 招龍亭
「会場変更例会」
12月15日（木） 19:00～ ホテル日航金沢
「年忘れ例会」

