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R I テーマ
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《例 会日》毎週火曜日 12時30分〜13時30分

ロータリー：変化をもたらす

クラブのカラーを出そう

みんなでロータリーの歴史を学ぼう

会長 浜上
幹事 石野

満
茂

クラブ会報委員長
水野 義男
クラブ会報副委員長 津田 幸夫

9 月のお祝い

8月1日 ガバナー補佐訪問
石川第一分区Aガバナー補佐

◆誕生日◆
2 日 宮澤秀幸会員
6 日 片岡洋一会員
10 日 水野義男会員
高桑幸一氏

14 日
16 日
25 日

星山喜久会員
竹内 純会員
平野忠泰会員

◆結婚記念日◆
8 日 塩梅 修会員

8月22日

◆皆出席表彰◆
27 年 水野義男会員
4 年 竹内昭夫会員

ガバナー公式訪問
ガバナー 下口幸雄氏

9月

8月29日

表敬訪問ご挨拶
京都東山RC 小森直之会長

行事予定

4日（月） 堺南RCへ表敬訪問
12日（火） 9月定例理事会
例会終了後 ホテル日航金沢
14日（木）〜 17日（日）
ウラジオストク企業訪問（職業奉仕委員会）
19日（火） 休 会
26日（火） クラブ運営委員会炉辺会合
18：30 ～ ホテル日航金沢

卓話予定
9月 5日
9月12日
9月26日

8月29日
創立50周年記念事業実行委員会

小野富造副委員長

立食例会
金沢卯辰山工芸工房 館長 川本 敦氏
石川県警察本部
交通部首席参事官 村上裕一氏

9 月のロータリーレート

１ドル＝ 109 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）／金沢東急ホテル
※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。

軽井沢での２ラウンド。

竹内

純

金沢を６時に出発、参加申し込み時は１日だけのプ
レーのはずが、なんと２日間のプレー。石瀬会員に「２
日目のメンバーが少ないんだけど、参加できれば参加し
ない？」の一言でいったん決めた心がゆらり。。。
ということで、同好会の皆様とは別行動で、９時ごろ
「大浅間ゴルフクラブ」に到着。ゴルフ同好会の皆様の
お顔もよくわからないまま、クラブハウスのロッカーへ。
途中、石瀬会員にお会いし、安心。皆様がどこにいるの
かもわからずスタート時間までパターの練習をし、初参

僕は精一杯やって90台。当然、負けるのが当たり前の

加のコンペがスタート。

流れ、
でも受けた勝負やり切るのが男！ゴルフはメンタ

肝心のラウンド第１打目。緊張の中スイング、案の定

ルのスポーツ、そんなことは今まで考えたことがないの

あたりは最悪。ただ、打った後の気持ちは、参加してよ

に、考えながらのプレー、結果は92。今年のベストを出

かった！とすがすがしい気持ち。

しても惨敗。当然の結果ですが、もう少しゴルフの経験

一緒に回っていただいたのは、津田会員と奥田会員。
初参加の僕にとても優しく接していただきました。結果、

があれば、勝負できたと思う、悔しい内容でした。また
の機会があれば再挑戦したいと思います。

初参加でしたが優勝させていただき、最高のラウンドと

最後に、この２日間、金沢南ロータリークラブのゴル

なりました。ラウンド後はホテルで食事会、初優勝を表

フ同好会の皆様とプレーができたこと、例会とは異な

彰していただき、ゴルフ同好会の皆様と美味しい食事、

る形で時間を共有できたことは、入会１年目の僕として、

お酒を頂戴しました。

貴重な経験ができました。ゴルフ同好会の皆様、本当

２日目、
「軽井沢72ゴルフ東コース」でのラウンド。
前日優勝したことが、凶となりガチンコ勝負。メンバー

にありがとうございました。これからもよろしくお願い
いたします。

は奥田会員と石瀬会員。シングルと80台のプレーヤー。

第 2334 回 平成 29 年 8 月 1 日（火） 晴
●ソング

君が代・奉仕の理想

●出

44名

席

●ニコニコボックス

欠席/12名（他出席免除3名）

前回修正出席率
ガバナー補佐
●ビジター
加賀RC
		
金沢RC
派遣交換学生
●派遣交換学生帰国挨拶

12:30 〜 13:30

80.09％

高桑ガバナー補佐──────────────────
ガバナー補佐訪問に参りました。宜しくお願いします。

高桑幸一氏
堀井隆栄会員
中川敬雄会員
塩谷真一郎会員
髙木景将君

加賀ＲＣ──────────────────────
加賀ロータリークラブを代表してPRに参りました。10
月28、29日の地区大会へのたくさんのご参加を心より
お待ちしております。
浜上会員──────────────────────
石川第一分区Ａ高桑幸一ガバナー補佐、表敬訪問あ
りがとうございます。
・加賀RC 堀井隆栄様、中川敬雄様、今年度地区大会の
ＰＲにお忙しいところ来ていただき有難うございます。

髙木景将君
●幹事報告
・本日例会終了後、クラブ協議会を開催いたします。
・来週8月8日は納涼例会です。 つば甚

点鐘18：30

・来週8月8日17:30より、8月定例理事会を開催いたします。

石野会員──────────────────────
石川第一分区Ａガバナー補佐高桑幸一様、本日の表
敬訪問有難うございます。
・加賀RC堀井隆栄様、中川敬雄様地区大会PRありが
とうございます。

中島会員──────────────────────

池田会員──────────────────────

高桑ガバナー補佐、本日はありがとうございます。
松本会員──────────────────────
池田会員のご配慮のお陰で7月23日MROテレビ「プ
レイヤー」で弊社を取り上げ、放映していただきました。

松本さん、当社スポンサー企業紹介番組への出演、
有難うございました。
・誕生日自祝。
木村（賢）会員─ ──────────────────

有難うございました。

誕生月自祝。50歳のメモリアルバースデーを迎えます。

塩梅会員──────────────────────
高桑ガバナー補佐、本日はご訪問ありがとうございます。

元気でいられる事に感謝します。
宮本会員──────────────────────

・誕生日自祝。お祝いありがとうございました。
祖泉会員─────────────────────

誕生日８/８自祝。
木村
（正）
会員────────────────────

誕生日自祝。月末ですが楽しみに待ちます。
髙木会員──────────────────────

メープルハウスのイカ釣り大会、とても楽しく釣る事が
出来ました。

長男が無事に帰国しました。皆様ありがとうございま

鍋島さんありがとうございます。

した。

本年度累計額

第 2335 回 平成 29 年 8 月 8 日（火） 大雨
●ソング

我等の生業

●出

42名

席

18:30 〜 20:30
山森会員──────────────────────
親睦委員会の皆様ご苦労様です。お世話になります。

欠席/14名（他出席免除3名）

前回修正出席率

90.90％

大原会員──────────────────────

●幹事報告
・来週8月15日は休会です。
・8月22日は、ガバナー公式訪問です。例会には皆様のご

親睦活動・出席委員会の皆さん、本日は宜しくお願い
致します。
園田会員──────────────────────
親睦活動・出席委員会の皆様、本日は宜しくお願い致

出席をお願い致します。
●ニコニコボックス
浜上会員──────────────────────

します。
祖泉会員─────────────────────
京都東山RCとの交流会、山中教授の講演、大変楽し

先週土曜、日曜の京都東山RC創立50周年記念講演
会並びにゴルフ大会参加ご苦労様でした。
・奥田委員長はじめ、親睦活動・出席委員会の皆様納

みました。ゴルフ対戦は南RCの３連勝、ヤッタ！
竹内会員──────────────────────
親睦活動出席委員会奥田委員長、本日は宜しくお願

涼例会お世話様です。本日楽しみにしています。
石野会員──────────────────────
親睦活動・出席委員会の皆様、本日は宜しくお願いし

い致します。
石瀬会員──────────────────────
京都東山ロータリーとの合同ゴルフコンペ優勝でした。

ます。
鍔会員───────────────────────
つば甚での納涼例会にご参加ありがとうございます。

景品の近江牛のステーキおいしかったです。
奥田会員──────────────────────
本日の納涼会、宜しくお願いします。委員会メンバー

新保会員──────────────────────
新役員の皆さん、１年間ガンバって下さい。

一同、設営がんばります。

鍋島会員──────────────────────

本年度累計額

本日は親睦の皆さんありがとうございます。
木下会員──────────────────────
8月6日の京都東山RCとのゴルフ対抗戦にて勝利しま
した。少しでも貢献できた事をうれしく思います。
酒田会員──────────────────────
浜上会長、石野幹事様、先日、京都東山ロータリーク
ラブへの訪問ご苦労様でした。
塩梅会員──────────────────────
親睦活動・出席委員会の皆様、本日は宜しくお願い致
します。

244,000円

●卓

話

「夫人同伴納涼例会」

267,000円

第 2336 回 平成 29 年 8 月 22 日（火） 晴
●ソング

それでこそロータリー

●出

41名

席

12:30 〜 13:30
石野会員──────────────────────
下口幸雄ガバナー、高桑幸一ガバナー補佐、田中智

欠席/14名（他出席免除4名）

前回修正出席率

89.09％

●ビジター

ガバナー
下口幸雄氏
石川第一分区ガバナー補佐 高桑幸一氏
地区幹事
田中智憲氏
受入交換学生
Isaiah KENNEDY君
●交換学生挨拶

憲地区幹事、本日の公式訪問誠にありがとうございます。
・昨日の第20回金沢南ロータリーカップ少年サッカー
大会は、津田幸夫大会会長のもと、晴天に恵まれ、けが
もなく無事終了。関係の皆様、ご苦労様でした。
山田会員──────────────────────
少年サッカー大会、参加の皆さん、ご苦労様でした。
酒田会員──────────────────────
金沢南ロータリーカップ大会、大会長津田さん、副大
会会長星山さん、

受入交換学生

Isaiah KENNEDY君

●幹事報告
・九州北部豪雨被害義援金の報告がありました。
総額2,766,852円

2700地区ガバナー事務所、

2720地区永田がバナーへ8月8日に送金されました。
・来週8月29日、京都東山ロータリークラブより、6名の方
が来訪されます。

そして役員の皆様、ご苦労様でした。
塩梅会員──────────────────────
下口ガバナー、本日は公式訪問ありがとうございます。
・少年サッカー大会、暑い中お疲れ様でした。
星山会員──────────────────────
19日・20日に行われた少年サッカー大会に多数のご
出席頂きありがとうございました。
大山会員──────────────────────

●ニコニコボックス
下口ガバナー────────────────────
公式訪問にまいりました。宜しくお願い申し上げます。
高桑ガバナー補佐──────────────────
ガバナー公式訪問の随行にまいりました。
田中地区幹事────────────────────
公式訪問に同行させていただきました。宜しくお願い
申し上げます。
浜上会員──────────────────────

サッカーお疲れ様でした。納涼会ありがとうございま
した。
小坂会員─────────────────────
19日・20日の少年サッカーロータリーカップ、大変お
疲れ様でした。
奥田会員──────────────────────
納涼会、ご参加ありがとうございました。ロータリー
カップもお疲れ様でした。

下口幸雄ガバナー、高桑幸一ガバナー補佐、田中智

本年度累計額

295,000円

憲地区幹事、公式訪問誠に有難うございます。例会を楽
しんで下さい。

●卓

・交換学生イサイア・ケネディ君、金沢南ロータリークラ

話

「クラブのカラーを出そう」

ブへようこそ。1年間という短い期間ですが、留学生活を

ガバナー

下口 幸雄 氏

楽しんで下さい。

第 2337 回 平成 29 年 8 月 29 日（火） 曇り
●ソング

手に手つないで

●出

44名

席

●幹事報告

欠席/11名（他出席免除4名）

前回修正出席率
京都東山RC
●ビジター
		
		
		
		
		
●表敬訪問ご挨拶 京都東山RC
		

12:30 〜 13:30

87.27％
小森直之会員
中塚 浩会員
小野富造会員
今村晋平会員
平野俊雄会員
村岡正浩会員
小森直之会長
小野富造副委員長

・本日例会終了後、京都東山ロータリークラブの皆様との
懇談会を開催いたします。 ５階

松の間

・ガバナーノミニー（2019-2020年度ガバナー）として、
金沢RC

松本耕作君が決定しました。

・先日行われました「第20回ロータリーカップ４年生大
会」のお礼状をいただきました。
●ニコニコボックス
京都東山ＲＣ────────────────────
表敬訪問にあたり。

浜上会員──────────────────────

塩梅会員──────────────────────

京都東山RC 小森会長、中塚幹事はじめ役員の皆様、
表敬訪問ありがとうございます。本日の例会を楽しんで
ください。

京都東山ロータリークラブ小森会長様、中塚幹事様、
皆様、本日はご訪問有難うございます。
祖泉会員─────────────────────

石野会員──────────────────────
京都東山ロータリークラブ小森会長、中塚幹事並びに
役員の皆様、本日の表敬訪問有難うございます。

京都東山ロータリーの皆様、本日は有難うございます。
山中教授のお話に感動し、翌日のゴルフも楽しませて頂
きました。

鍔会員───────────────────────

本年度累計額

京都東山ロータリークラブの皆様、ようこそお越し頂
きました。ありがとうございます。
三好会員─────────────────────
京都東山RC 小森会長、中塚幹事はじめ訪問の皆様

●卓

363,000円

話

「私たちの日本とお金のはなし」
金沢南RC

ようこそ。

片岡洋一会員

岩井会員──────────────────────
京都東山ロータリークラブの皆様、よくいらっしゃい
ました。
北会員───────────────────────
京都東山RCの皆様、ようこそお越しくださいました。

8 月定例理事会議事録
平成29年8月8日（火） 17：30
●日 時
つば甚
●場 所
●審議事項
１．少年サッカー大会の件
２. 派遣交換学生推薦の件
塩梅 春香さん
３．自然体験交流会の件
・自然体験交流会見学 10/1 承認
・活動支援金寄付の件 再度審議
４．その他
ウラジオストク訪問について報告

9 月の例会変更
●金沢RC

9月20日（水）18:00～ 金沢ニューグランドホテル

		

「夜間例会」

9月27日（水） 休会
●金沢西RC 9月22日（金） 休会
●金沢南RC 9月19日（火） 休会
●みなとRC 9月12日（火） 休会
●百万石RC 9月 7日（木）19:00～ ポール・ボキューズ
		

「親睦会」

