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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

２月のお祝い
◆誕生日◆
4日

1月11日

浜上

満会員

22 日

園田貴之会員

26 日

大竹正信会員

27 日

新保弾次会員

◆結婚記念日◆

金沢８ＲＣ新年合同例会

2日
14 日

須田武久会員
浜上

満会員

◆皆出席表彰◆
26 年

山田秀一会員

1年

中山英紀会員

２月行事予定
1月24日

ゲスト
金沢南RC

14日（火）		 2月定例理事会

木下隆雄会員

13:30  ホテル日航金沢

卓話予定
立食例会
2月 7日
いにしえ
2月14日 「人とくらし ～今、古から学ぶこと〜」
学校法人金城学園 金城大学
社会福祉学部 教授 内 慶瑞 氏
2月21日 「ミャンマー事業について」
金沢南ＲＣ 塩梅 修 会員

1月31日 ゲスト
NPO法人石川県防災士会

事務局長

福谷正信氏

2 月のロータリーレート

１ドル＝ 116 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 2308 回 平成 29 年 1 月 10 日（火）
【金沢８RC新年合同例会】

《

日 時：2017年1月11日（水） 18：30
場 所：ホテル日航金沢 ４階 「鶴の間」

例 会 》
オープニングアトラクション 笛
「丹頂」
点
鐘
「君が代」
国歌斉唱
ロータリーソング斉唱 「奉仕の理想」

ひがし茶屋芸妓
金沢南RC会長
大原 浩幸

ホスト・クラブ会長挨拶
点
鐘
《

懇親会 》
乾
杯
ご 祝 儀
閉宴挨拶
ロータリーソング

金沢南RC会長
金沢南RC会長

大原 浩幸
大原 浩幸

第2610地区石川第一分区Ａ
ガバナー補佐
石森 良洋
三茶屋街芸妓連
次期ホスト・クラブ 金沢北RC会長
松本 範夫  
「手に手つないで」

第 2309 回 平成 29 年 1 月 17 日（火） 曇り
●ソング

我等の生業

●出

43名

席

大原会員──────────────────────

欠席/12名（他出席免除3名）

前回修正出席率
●ビジター

100％

京都RC

志村雅之会員

金沢東RC

髙多倫正会員

●幹事報告

新年明けましておめでとうございます。残り半年、今ま
で以上のご協力、よろしくお願い致します。
・先日の金沢8RC新年合同例会、有難うございました。お
陰様で無事終了いたしました。
・新会員 松江和成さん、片岡洋一さん、入会おめでとうご

・京都東山RC，河北RCより新年ご挨拶として、電報をい
ただきました。
・本日例会終了後、１月定例理事会を開催します。
●ニコニコボックス
ホテル日航金沢様──────────────────
年賀

12:30 〜 13:30

本年もどうぞよろしくお願い致します。

金沢東RC 髙多会員─────────────────
今日はビジターとして飛び入りさせて戴きました。
新年合同例会ではおせわになりました。

ざいます。奉仕・友情・ロータリー活動に頑張って下さい。
園田会員──────────────────────
先日は金沢8RC新年合同例会お疲れ様でした。あり
がとうございました。
・松江和成さん、片岡洋一さん、ロータリーをいっしょに楽
しみましょう。
平野会員──────────────────────
33年皆出席できました。

鍔会員───────────────────────
誕生日のお祝いありがとうございました。
松本会員──────────────────────
誕生月自祝。

通夜にお参り行って来ました。前期会長同士で親しくさ
せていただきました。本当に残念です。お悔やみ申し上
げます。
酒田会員──────────────────────

三好会員─────────────────────
本年もよろしくお願いします。誕生月自祝。
津田会員──────────────────────

先日8RC新年会、会長大原さん、会場監督星山さん
ほか役員の皆様ごくろうさまでした。
木村（正）会員─ ──────────────────

本年も宜しくお願いします。

10年皆出席自祝。

浜上会員──────────────────────

村西会員──────────────────────

あらためまして、新年明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。

入会月自祝。
石野会員──────────────────────

坂東会員─────────────────────
誕生日、入会月、自祝。

明けましておめでとうございます。本年もよろしくおね
がいします。

北会員───────────────────────

本年度累計額

京都東山クラブの岩橋直前会長が１月２日に亡くなり、

第 2310 回 平成 29 年 1 月 24 日（火） 雪
●ソング

それでこそロータリー

●出

41名

席

12:30 〜 13:30
柳原会員──────────────────────
結婚記念日自祝。

欠席/14名（他出席免除3名）

前回修正出席率

96.22％

803,000円

木下会員──────────────────────

●幹事報告

１４年間皆出席の表彰、有難うございました。今後ともよ

・2017～2018年度国際ロータリーのテーマが「ロータ

ろしくお願い致します。

リー：変化をもたらす」に決まりました。

本年度累計額

・本日「キャッスル」にて、新会員歓迎会を開催いたします。
●ニコニコボックス
大原会員──────────────────────
木下隆雄さん、本日の卓話宜しくお願い致します。

●卓

810,000円

話

「法人税と社会保険料の行方」
金沢南RC

浜上会員──────────────────────

木下  隆雄 会員

木下隆雄会員、興味ある本日の卓話楽しみにしてい
ます。
押野谷会員─────────────────────
入会月自祝。

第 2311 回 平成 29 年 1 月 31 日（火） 曇り
●ソング

手に手つないで

●出

43名

席

12:30 〜 13:30
石瀬会員──────────────────────
入会月自祝。

欠席/12名（他出席免除3名）

前回修正出席率

89.09％

本年度累計額

●ニコニコボックス
大原会員──────────────────────
本日の卓話、福谷正信さん、宜しくお願い致します。
三野会員──────────────────────
１月18日、誕生祝の㈱堀他さんのデコポン、おいしく
いただきました。
水野会員──────────────────────
ニコニコの数があまりにも少ないので自爆します。
谷﨑会員─ ────────────────────
福谷正信様、本日の卓話宜しくお願い致します。

●卓

820,000円

話

「災害への日頃の備えについて」
NPO法人石川県防災士会
事務局長

福谷  正信 氏

入会ご挨拶
メットライフ生命保険株式会社
シニアエキスパートコンサルタント

株式会社グッドニング
保険部マネージャー

片岡洋一

初めまして、メットライフ生命の法人
担当の片岡

松江

和成

この度、大山さんのご紹介にて金沢

洋一でございます。どう

南ロータリークラブに入会させて頂き

ぞ、宜しくお願い申し上げます。

ました松江和成と申します。

現在、事業保険を中心に法人様へ 、

私は昭和44年5月20日、鹿島郡鹿

生命保険や損害保険を取り扱いさせ

島町（現在の中能登町）に生まれ育ち

て頂いております。経営者や社員様向

ました。高校卒業後は金沢市内に就職

けに保障と内部留保を備え、企業防衛上の損害保険を

し、技術系、製造系、運送系を経て現在、損害保険を中

通じても労災上乗せ、福利厚生等の充実に役立てて頂

心に保険コンサルタントとして営業しております。

いております。健康リスクのための医療保険、がん保険、

関西方面で貨物の輸出入業務を行っている時、貨物

万が一の死亡リスクのための定期保険など、長寿社会

に掛けている保険について調べているうちにもっと知ろ

日本の生存リスクのための終身保険、養老保険、年金保

うと思い、その後保険会社に転職し兵庫県神戸市で独

険などは、法人様以外の個人お客様にもご提案申し上

立、北陸の地に帰り現在に至っております。

げております。相続対策や事業承継対策のための保険

多種多様の製品を輸出入していた時の知識を生かし、

提案などさせていただいております。ビジネスのご支援

国内においても多岐にわたる分野に”保険”の必要性に

とライフサポートを信条に、日々研鑽を深めております。

ついて話しながら、必要な部分に保険を掛ける提案をし

保険を通じてビジネスをお守りし、永続発展を支える一

ております。

助になりますよう勤めます。
家業は1908 年創業の鉄 工業を金沢市内で営んで
おりました。私は４代目社長（42～49歳）として、金沢

今後は会員皆様方からのご指導の下、社会貢献でき
るよう頑張っていきますので今後ともよろしくお願い致
します。

の会社と上海工場を経 営しておりましたが、リーマン
ショック後東日本大震災の2011年3月に会社を閉めさ
せていただきました。お取引先皆様に大変お世話になり
ありがとうございました。
そして49歳時に、保険業界に転身させて頂き現在に
到ります。
今後とも、ご指導、ご鞭撻賜りますよう、どうぞ、宜し
くお願い申し上げます

１月定例理事会議事録
平成29年1月17日（火）例会終了後
●日 時
ホテル日航金沢 5階 松の間
●場 所
●審議事項
１．クラブ細則変更の件
承認
定款改正による情報交換会報告
入会金は、名称を変更のこと。
金沢8RC幹事会にて協議する。
２．会員退会の件
承認
蓮本浩三会員
一身上の都合により1月14日付退会
３．ロータリー日本100年史「100人のロータリアンの件
●報告事項
１．ＩＭの件
2017年3月26日開催
２．ランドセル収集の件
各学校に依頼する。
３．ガバナー候補者について

