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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

３月のお祝い

2月14日 ゲスト
金城大学 社会福祉学部

教授

内

慶瑞氏

4日
7日
15 日
18 日
29 日
31 日
31 日
31 日

◆誕生日◆
石瀬貴昭会員
村西暢之会員
東 英幸会員
髙嶋俊英会員
谷﨑康織会員
加藤英資会員
齊藤利明会員
竹内昭夫会員

◆結婚記念日◆
2 日 酒田長昭会員
12 日 山本忠彦会員
21 日 野畠耕之介会員
26 日 宮澤秀幸会員
◆皆出席表彰◆
4 年 大山光則会員
2月21日

ゲスト
金沢南RC

塩梅

修会員

３月行事予定
12日（日）		 ＰＥＴＳ（会長エレクト研修セミナー）
14日（火）		 創立50周年第１回実行委員会 11：00
		 ３月定例理事会 例会終了後
26日（日）		 石川第一分区IM 13:30 ホテル日航金沢
28日（火）		 休 会

卓話予定
2月28日
ゲスト
松島健一氏
ダンスパートナー
徳田昭子氏

立食例会
3月 7日
3月14日 「砂丘に生きた田舎の大将」
金沢南ＲＣ 岩本秀雄会員
㈱巽工匠 代表取締役 吉井
3月21日
3 月のロータリーレート

清氏

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 2312 回 平成 29 年 2 月 7 日（火） 雪
●ソング
●出 席

君が代・奉仕の理想
43名 欠席/12名（他出席免除3名）
前回修正出席率 89.28％
石川第一分区Aガバナー補佐 石森良洋氏
●ビジター
横浜南RC
高作義明会員
●ニコニコボックス
石森ガバナー補佐──────────────────
3月26日、ＩＭにご参加いただく皆様に感謝を申し上
げます。岡部ガバナーの「語り合おう」を大いに楽しんで
ください。
横浜南ＲＣ  高作会員────────────────
輪島のハイディワイナリーの高作でございます。宜しく
お願いします。
大原会員──────────────────────
ガバナー補佐石森良洋さん、本日は訪問有難うござ

第 2313 回 平成 29 年 2 月 14 日（火） 曇り
●ソング
●出 席

我等の生業
39名 欠席/17名（他出席免除2名）
前回修正出席率 90.90％

●幹事報告
・本日例会終了後、2月定例理事会を開催いたします。
・本日「八兆屋」にて、会員増強委員会を開催いたします。
●ニコニコボックス
大原会員──────────────────────
本日の卓話「内慶瑞様」宜しくお願い致します。
園田会員──────────────────────
誕生日のお祝いありがとうございました。
押野谷会員─────────────────────
柳原様、ありがとうございました。さっそくおいしい
ビールいただきました。
鍋島会員──────────────────────
柳原さん、おいしいビールありがとうございます。

第 2314 回 平成 29 年 2 月 21 日（火） 曇り
●ソング
●出 席

それでこそロータリー
44名 欠席/11名（他出席免除3名）
前回修正出席率 85.45％

●幹事報告
・2017～2018年度ロータリー手帳をご希望の方はお知
らせください。
1冊648円 お渡しは6月頃になります。
●ニコニコボックス
大原会員──────────────────────
塩梅さん、本日の卓話、宜しくお願い致します。
岩井会員──────────────────────
バレンタイン 煌めく宝石 チョコの宝箱
まだ遅くありません。もらい方教授します。
東会員───────────────────────
アサヒビール、ザ・ドリームおいしく頂きました。柳原
さん、ありがとうございました。

12:30 〜 13:30
います。８ＲＣ合同例会では、乾杯有難うございました。
岩井会員──────────────────────
名残り雪 嵐となりて 春遠し
山田会員──────────────────────
年間賞自祝。
大竹会員──────────────────────
誕生日自祝。
浜上会員──────────────────────
誕生日自祝、結婚記念日自祝。
須田会員──────────────────────
結婚記念日自祝。
中山会員──────────────────────
年間賞、入会月自祝。
本年度累計額

851,000円

12:30 〜 13:30
岡元会員──────────────────────
柳原さん、美味しいビールありがとうございました。
祖泉会員─────────────────────
美味しいビールを頂きました。糖質50％オフ、ダイ
エット中でも安心ですね。ありがとうございました。
谷﨑会員──────────────────────
内慶瑞様、本日の卓話宜しくお願い申し上げます。
木下会員──────────────────────
柳原さん二度目のビール配送有難うございました。三
度目はあるのかしら？
本年度累計額
●卓 話
「人とくらし～今、古から学ぶこと」
金城大学 社会福祉学部 教授

859,000円

内

慶瑞 氏

12:30 〜 13:30
石野会員──────────────────────
塩梅会員、本日の卓話宜しくお願いします。
谷﨑会員──────────────────────
塩梅 修様、本日の卓話宜しくお願い致します。
奥田会員──────────────────────
妻の死去に伴い、たくさんの方々にご会葬いただき誠
にありがとうございました。
本年度累計額

883,000円

●卓 話
「元気にやろうロータリークラブ
− 新しい国際奉仕を目指して − 」
金沢南RC 塩梅 修 会員

第 2315 回 平成 29 年 2 月 28 日（火） 晴
●ソング
●出 席

手に手つないで
40名 欠席/15名（他出席免除3名）
前回修正出席率 89.09％

●幹事報告
・金沢西ロータリークラブの例会場は、
「金沢都ホテル」
が閉店になるため、3月17日の例会より、
「金沢東急ホ
テル」に変更になります。
・金沢市小中学校校外指導連盟理事長山形正喜様より、
善行児童生徒表彰式のお礼状をいただきました。
●ニコニコボックス
大原会員──────────────────────
本日の卓話、松島健一様、徳田昭子様、宜しくお願い
致します。
岩井会員──────────────────────
木下会員、水野会員、先日は有難うございました。
加藤会員──────────────────────
柳原さん、美味しいビールをありがとうございました。
ファンになりそうです。
浜上会員──────────────────────
本日のゲスト松島健一様、徳田昭子様、楽しませてく
ださい！
北会員───────────────────────
3月3日（金）、音楽堂にて旅行業者の全国大会を開催

12:30 〜 13:30
します。午前中は「感謝の集い」で、一般の方の時間です。
御陣乗太鼓、OEK，山中節、踊り等の芸能や温泉ペア
宿泊招待券（13組）等のお楽しみ抽選会もあります。3
月2日（木）の北國新聞で告知します。
木下会員──────────────────────
土日に妙高へスキーに行き、杉ノ原のゴンドラ最終に
もう一度乗る為、ゴンドラ１本3kmをノンストップで3分
で滑りました（時速60㎞）。男木下まだ若い？
谷﨑会員──────────────────────
松島健一様、本日の卓話宜しくお願い申し上げます。
本年度累計額
●卓 話
「この街のレジェンド」
高砂ダンス教室

２月定例理事会議事録
平成29年2月14日（火）例会終了後
●日 時
ホテル日航金沢 5階 梅の間
●場 所
●審議事項
１．創立50周年実行委員会の件
●報告事項
１．金沢８ＲＣ合同幹事会報告
①金沢８ＲＣ新年合同例会決算報告
②善行生徒表彰の件
  2017年2月17日（金）
  金沢市教育プラザ富樫にて表彰式
  17名を表彰 1クラブ負担金 4,250円
③定款改正に伴う細則の変更について
  入会金の名称、金額、徴収の有無は各クラブ
  にて判断する。
２．次年度地区委員推薦の件
地区社会奉仕委員会委員
宮澤秀幸会員
地区ロータリー財団委員会委員 石瀬貴昭会員

会長

899,000円

松島 健一氏

3 月の例会変更
●金沢RC

3月15日（水） 18:00～

金沢グランドホテル

「夜間例会」
●金沢西RC 3月24日（金） 休会
※3月17日
（金）
より、例会場が金沢東急ホテルに
変更になります。
●金沢南RC 3月28日（火） 休会
●金沢北RC 3月16日（木） 休会
●香林坊RC 3月27日（月） 休会
●みなとRC 3月  7日（火） 休会
●百万石RC 3月16日（木） 会場変更例会
3月30日（木） 休会

会場未定

