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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

５月のお祝い

4月11日

観桜会

３日
15 日
19 日
20 日

◆誕生日◆
山田秀一会員
野畠耕之介会員
鍋島盛雄会員
松江和成会員

29 日

岩井重哲会員

◆結婚記念日◆
３日 平野忠泰会員
18 日 新保弾次会員
20 日 東 英幸会員
25 日 三好研一会員
◆皆出席表彰◆
31 年 松本 要会員
29 年 三好研一会員
24 年 津田幸夫会員
6 年 谷﨑康織会員
4月18日

ゲスト
金沢南RC

山森潤一会員

５月行事予定
9日（火）		 ５月定例理事会 例会終了後
例会終了後
23日（火）		 次年度理事会
30日（火）		 次年度クラブ協議会 例会終了後

卓話予定
4月25日

ゲスト

5月 9日
5月16日
上出憲之氏

5 月のロータリーレート

１ドル＝ 110 円

5月23日
5月30日

立食例会
㈱ＴＴＮコーポレーション
金沢店責任者 橋本 篤氏
金沢市長 山野之義氏
㈱ライフライン 山本明夫氏

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 2319 回 平成 29 年 4 月 4 日（火） 晴
●ソング

君が代・奉仕の理想

●出

44名

席

欠席/10名（他出席免除4名）

前回修正出席率
●ビジター

87.27％

金沢RC

西野一郎会員

金沢百万石RC

谷伊津子会員

●幹事報告

12:30 〜 13:30
山森会員──────────────────────
誕生日のお祝いありがとうございました。
石野会員──────────────────────
年間賞・入会月自祝。
祖泉会員─────────────────────
桜のようにこれから咲き誇ります。結婚記念日自祝。

・I M研修会出席のお礼状をガバナー補佐よりいただきま
した。

大山会員──────────────────────
会社に新しい機械を入れました。がんばって元を取り

・来週4月11日は「観桜例会」です。
フュージョン２１ 点鐘18:30

ます。
・誕生日自祝。

●ニコニコボックス

奥田会員──────────────────────

朝倉会員──────────────────────
結婚記念日自祝。

誕生日自祝。
片岡会員──────────────────────

中田会員──────────────────────
寒がりの私にも一月遅れながらやっと啓蟄が訪れた
様な気がします。

結婚記念日のお祝いをありがとうございます。
木下会員──────────────────────
2 3 回目のヨーロッパスキーで、10 年 ぶりにスイ

三好会員─────────────────────
入会月自祝。

スのツェルマットへ行って来ました。マッターホルン
（4478m）、直下の3883mの氷河帯を越え、イタリア

津田会員──────────────────────
結婚記念日をお祝いしましょう。
酒田会員──────────────────────
誕生日自祝。

側へ滑り降り、パスタランチを食べた後、またスイスへ
戻ったので、一日の滑走距離は30㎞を越しました。その
後、ローマ（ローマ、カッシア）でのロータリーミーティン
グに参加してきました。
本年度累計額

第 2320 回 平成 29 年 4 月 11 日（火） 雨
●ソング

我等の生業

●出

33名

席

90.90％

●幹事報告
・来週4月18日は、11:30より4月定例理事会が開催され
ます。例会終了後は、新旧クラブ協議会が開催されます。
ご出席の方は、事業計画要覧をお持ちくださいます様
お願い致します。
●ニコニコボックス
大原会員──────────────────────
親睦活動出席委員会の竹内委員長を始め、皆様宜し
くお願い致します。大原年度最後の夜間例会です。楽し
みましょう。
園田会員──────────────────────
親睦活動出席委員会、竹内委員長をはじめ、委員会メ
ンバーの皆様、本日は、よろしくお願い致します。
中田会員──────────────────────
二人で花も団子も楽しませてもらいます。
新保会員──────────────────────
ご無沙汰してばかりで申し訳ありません。元気にして
います。

18:30 〜 20:30
三好会員─────────────────────

欠席/22名（他出席免除3名）

前回修正出席率

1,031,000円

親睦委員会の皆様お世話様です。
三好会員─────────────────────
親睦委員会の皆様お世話様です。
岩井会員──────────────────────
親睦委員会の方々、竹内委員長をはじめ、皆様ご苦労
様です。本日は宜しくお願い致します。
山田会員──────────────────────
親睦委員会の皆さん、木下さん、本日は、春の音色を
聴かせていただきます。
浜上会員──────────────────────
一昨日、日曜日、会長エレクトとして2017年度地区研
修・協議会に参加してきました。
北会員───────────────────────
親睦活動・出席委員会の皆様本日はご苦労様です。
宜しくお願いします。
鍋島会員──────────────────────
親睦委員の皆さん、本日はありがとうございます。
・結婚記念日自祝。
岡元会員──────────────────────
4月10日はホテル日航金沢の開業記念日でした。南

ロータリークラブの皆様へのご愛顧の賜とありがたく感

木下会員──────────────────────

謝申し上げます。

本日は私の紹介でフルートを藤井ひろみさん、ヴァイ

村西会員──────────────────────
結婚記念日自祝。

オリン、ヴィオラを高田愛子さんにお願いしました。演奏
にも良い曲をセレクトしたつもりです。

竹内会員──────────────────────

本年度累計額

本日の観桜会、ご参加ありがとうございました。楽し
い時間をお過ごし下さい。

●卓

1,059,000円

話

「夫人同伴観桜会」

第 2321 回 平成 29 年 4 月 18 日（火） 曇り
●ソング

それでこそロータリー

●出

39名

席

12:30 〜 13:30
浜上会員──────────────────────
一昨日、一泊二日で、栃木県真岡鉄道、北真岡駅に

欠席/14名（他出席免除4名）

前回修正出席率

行って来ました。桜散る中、菜の花畑をSLが走るところ

85.45％

●幹事報告

を撮影して来ました。とても感動しました。

・本日例会終了後、新旧クラブ協議会を開催します。

岡元会員──────────────────────
入会月自祝、年間賞有難うございました。

・4月22日、23日は、京都東山RCとの交流会です。
懇親会

4月22日（土） 18：30

つば甚

石野会員──────────────────────
山森潤一会員、本日の卓話宜しくお願いします。

ゴルフ大会 4月23日（日） 集合 7：30
片山津GC

加賀コース

谷﨑会員──────────────────────

●ニコニコボックス

山森様、本日の卓話宜しくお願いします。

大原会員──────────────────────

本年度累計額

本日の卓話「山森潤一」さん、宜しくお願い致します。
園田会員──────────────────────
山森会員、本日の卓話宜しくお願い致します。
水野会員──────────────────────

●卓

1,066,000円

話

「猟友会とは？」
金沢南ＲＣ

結婚祝いのケーキ、ありがとうございました。私の口

山森

潤一 会員

には入っておりません。

第 2322 回 平成 29 年 4 月 25 日（火） 曇り
●ソング

それでこそロータリー

●出

38名

席

欠席/15名（他出席免除4名）

前回修正出席率

88.67％

●幹事報告

浜上会員──────────────────────
土、日の京都東山ロータリークラブとの交流会、皆さ
んご苦労様でした。
大竹会員──────────────────────

・来週5月2日は、休会です。
・ロータリーレート変更

5月1日より、１ドル＝110円（現

行116円）に変更になります。
●ニコニコボックス

49回目の結婚記念日を迎えました。金婚式に王手が
かかりました。
高本会員──────────────────────
4月30日、誕生日自祝。お陰様で九〇才となります。

大原会員──────────────────────
本日の卓話

12:30 〜 13:30

金沢市経済局観光政策課長上出憲之

様、宜しくお願い致します。
・先日は、京都東山ロータリークラブとの交流会、多数
の参加を頂きありがとうございます。
園田会員──────────────────────
土、日の京都東山ロータリーとの交流会、ゴルフ、観光
と皆様おつかれさまでした。盛り上がってよかったです。

・25年皆出席ご支援ありがとうございました。
山田会員──────────────────────
中田ゴルフ同好会会長、大原会長、祖泉、石瀬会員、
京都東山RCとのゴルフ、お世話様でした。楽しみました。
鍋島会員──────────────────────
鶴の丸休憩館に豆皿茶屋がＯＰＥＮしました。
祖泉会員─────────────────────
日曜日の京都東山RCとの交流会ゴルフコンペ、金沢

南RCの勝利記念のニコニコです。

奥田会員──────────────────────

髙木会員──────────────────────
4月初めに、ダラスに立ち寄り、長男の顔を見てきまし

先日の京都との交流会お疲れ様でした。ゴルフ２連
覇でした。ありがとうございました。

た。お陰様で楽しそうに過ごしておりました。
・入会月自祝。
谷﨑会員──────────────────────
上出憲之様、本日の卓話、宜しくお願い申し上げます。

本年度累計額
●卓

1,100,000円

話

「金沢市の観光施策について」
金沢市経済局

観光政策課長
上出  憲之 氏

４月定例理事会議事録
平成29年4月18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．新会員候補者の件
職業分類 測量設計（新設）1名について 承認
２．会員退会の件
中山英紀会員
一身上の都合により退会
4月14日付
髙嶋俊英会員
一身上（会社都合）により退会 6月末日付
３．最終夜間例会の件
日時 6月20日（火） 点鐘18：30
場所 ホテル日航金沢
会費 会員 5,000円
４．会員出席免除の件
宮澤秀幸会員 都合により出席免除とする 承認

●報告事項
１．金沢８ＲＣ新旧合同幹事会
①次年度幹事会スケジュール
②周年事業について
金沢香林坊RC 2018年2月10日（土）30周年
2017年11月18日（土）記念事業セミナー
金沢みなとRC 2018年2月20日（火）25周年
金沢百万石RC 2018年4月21日（土）20周年
金沢東RC
2018年5月25日（金）60周年
金沢南RC
2019年3月5日（火） 50周年
2019年5月6日（祝・月）
「金沢南RC50周年記念
８RC対抗交流ゴルフコンペ」

夜間例会「観桜会」
親睦活動出席委員長
平成29年4月11日（火）金沢南ロータリークラブの
夜間例会（観桜会）が金沢21世紀美術館フュージョン
21におきまして開催されました。会員33名と夫人6名
を合わせて、総勢39名のご参加を頂きました。

竹内昭夫

で鳥肌が立つような藤井ひろみさんの声楽に参加者全
員が春の音色を楽しんで頂けたと思います。
演奏後、北直前会長の乾杯で、楽しい懇親会が始ま
りました。食事の方も、今回は地元食材にこだわった美

当日は例会に引き続き、観桜会が開催されました。

味しい料理を出して頂き、鍋島会員どうもありがとうご

あいにくの雨の天気になりましたが、兼六園・美術館周

ざいました。最後に浜上会長エレクトから21世紀美術

辺の桜は満開でした。観桜会のオープイングアトラク

館で展示中の野畠さんの作品紹介と中締めのご挨拶を

ションでは、木下会員のご紹介でフルート奏者の藤井

頂き、閉会しました。会員相互の親睦と友情を深め、楽

さんとビオラ・バイオリン奏者の高田さんに演奏をして

しい雰囲気を分かち合った観桜会となりました。

頂きました。1曲目は「エルガー愛の挨拶」、2曲目「ア

最後になりましたが、今年度４回の夜間例会をさせ

ルビノーニーのアダージョ」ともとても素晴らしい演奏

て頂きました、参加された会員・家族の皆さん本当にあ

で、最後の3曲目の「カッチーニのアベマリア」は感動

りがとうございました。

