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《例会場》ホテル日航金沢

R I テーマ
地区目標
クラブ目標

《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

５月のお祝い
◆誕生日◆
３日 山田秀一会員
15 日 野畠耕之介会員
19 日 鍋島盛雄会員

4月17日

ゲスト

大澤

20 日
29 日

明氏

松江和成会員
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◆
32 年 松本 要会員
30 年 三好研一会員
25 年 津田幸夫会員
7 年 谷﨑康織会員

4月24日

ゲスト
ガバナー補佐

髙桑幸一氏

５月

行事予定

15日（火） ５月定例理事会 例会終了後
例会終了後
22日（火） 次年度理事会
29日（火） 次年度クラブ協議会 例会終了後

卓話予定
4月24日

ゲスト

5月15日
5月22日

喜多村貢氏

5 月のロータリーレート

１ドル＝ 108 円

5月29日

立食例会
ヨシダ宣伝㈱
代表取締役社長
城村孝一郎氏

中居

寿氏

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。

第 2361 回 平成 30 年 4 月 3 日（火）
→

４月２日（月）京都東山RC創立50周年記念式典・祝宴に振替

第 2362 回 平成 30 年 4 月 10 日（火） 晴
●ソング
●出

君が代・奉仕の理想

席

45名

●ビジター

欠席/10名（他出席免除3名）

交換学生

アイザイア・ケネディ君

●幹事報告

ディが司祭をしていたピエタ教会へ行き、18年前聞きそ
びれた「四季」を聴いてきました。
酒田会員──────────────────────
誕生日自祝。

・地区大会の記録のDV Dが届いています。ご希望の方に
は貸し出しいたします。
・本日例会終了後、４月定例理事会を開催します。
３階

12:30 〜 13:30

孔雀の間

・池田会員が退会されました。ご挨拶文を預かりました。
●ニコニコボックス
浜上会員──────────────────────
先週の京都東山RC創立50周年記念例会ならびに祝
宴に、多数参加していただきありがとうございました。
・私の孫が小学１年生になりました。この間生まれたば
かりだと思っていましたが、子供の成長にはびっくりす
る次第です。
石野会員──────────────────────
京都東山RC50周年記念例会ご参加の皆様、お疲れ
様でした。琵琶湖疎水通船、桜の下で貴重で素晴しい
体験でした。
・入会月自祝。
朝倉会員──────────────────────
結婚記念日自祝。
中田会員──────────────────────
京都東山ロータリークラブ創立50周年記念式典・祝
宴・およびエクスカーションに参加して、大変楽しませ
て頂きました。同行の皆様方特に石野幹事さんにお世
話になりました。ありがとうございました。

山森会員──────────────────────
誕生日自祝。
岡元会員──────────────────────
本日4月10日はホテル日航金沢の開業記念日です。
24年になります。金沢南ロータリークラブの皆様のご愛
顧に感謝申し上げます。
・入会月自祝。
宗守会員─────────────────────
結婚記念日自祝。長男中学進学自祝。
村西会員──────────────────────
結婚記念日自祝。
祖泉会員─────────────────────
結婚記念日、お祝いありがとうございます。
星山会員──────────────────────
昨日娘の小学校の入学式でした。
大山会員──────────────────────
誕生月自祝。
奥田会員──────────────────────
誕生日自祝。
池田会員──────────────────────
この度、新潟へ転勤することになりました。会員の皆
様には心よりお礼申し上げます。
本年度累計額

1,000,000円

三好会員─────────────────────
京都東山RC創立50周年記念例会に参加の皆様お疲
れ様でした。
・入会月自祝。
東会員───────────────────────
浜上会長、京都の夜楽しかったです。ありがとうござ
いました。
水野会員──────────────────────
47回目の結婚記念日です。お祝いの品が届かなかっ
たらいつも忘れています。
津田会員──────────────────────
結婚記念日おめでとう。順子と結婚して良かった。
木下会員──────────────────────
24回目のヨーロッパスキーで、スイスのサンモリッツ
とダヴォスを滑ってきました。全滑走距離はおよそ100
㎞。その後、イタリアのヴェネチアで、音楽家ヴィバル

4 月定例理事会議事録
平成30年4月10日（火） 例会終了後
●日 時
ホテル日航金沢  3階
●場 所
●審議事項
１．例会変更の件
6月19日（火）最終夜間例会 点鐘18：30 承認
２．
リーフレット作成の件
データをもとにコピーにて作成
３．会員退会の件
高本昭二会員 一身上の都合により6月末退会
●報告事項
１．金沢8RC新旧幹事会報告
次年度金沢8RC幹事会の日程について

第 2363 回 平成 30 年 4 月 17 日（火） 晴
●ソング

我等の生業

●出

39名

席

12:30 〜 13:30
松本会員──────────────────────
入会月自祝。

欠席/16名（他出席免除3名）

前回修正出席率

東会員───────────────────────

90.90％

●幹事報告

岩本さん、京都での写真をありがとうございます。

・京都東山ロータリークラブよりお礼状をいただきました。

鍋島会員──────────────────────
結婚記念日自祝。

・4月22日は、地区研修・協議会が開催されます。
富山県民会館

全体会議

13：00～17：00

岡元会員──────────────────────
大澤明様、本日の卓話宜しくお願い致します。

名札と資料は、祖泉次年度幹事よりお受け取りください。
また、会場受付にて「ポリオ撲滅寄付」が実施されます。

・年間賞自祝。

１口1,000円です。皆様のご協力をお願いいたします。

本年度累計額

●ニコニコボックス
浜上会員──────────────────────
大澤明様、本日のチェロの演奏を楽しみにしています。
・先週末、妻が退院できました。日曜日、月曜日、二人

●卓

1,012,500円

話

「チェロと私」
オーケストラアンサンブル金沢

でゆっくりと自宅で食事ができ、ホッと安心しているとこ

チェロ奏者

ろです。

大

澤

明氏

石野会員──────────────────────
チェロ奏者大澤明様、本日の卓話宜しくお願いします。
・９ヶ年皆出席自祝。

第 2364 回 平成 30 年 4 月 24 日（火） 晴
●ソング

それでこそロータリー

●出

37名

席

●ビジター

●卓

欠席/18名（他出席免除3名）

前回修正出席率

12:30 〜 13:30

89.09％

話

「私の詩『ものは考えよう』について」
石川詩人会理事長

石川第一分区Ａガバナー補佐
髙桑幸一氏（金沢東RC会員）

詩人会議かなざわ

事務局長

喜多村

●幹事報告
・5月1日、5月8日は、休会です。
●ニコニコボックス
髙桑幸一ガバナー補佐────────────────
ガバナー補佐訪問させていただきます。この一年お世
話になりありがとうございました。
浜上会員──────────────────────
石川詩人会理事長喜多村貢様、本日の卓話宜しくお
願い致します。
・高本昭二会員の突然の訃報にただ残念でなりません。
心からのご冥福をお祈りいたします。
石野会員──────────────────────
石川詩人会理事長喜多村貢様、本日の卓話宜しくお
願いします。
・ガバナー補佐髙桑幸一様、本日の例会にようこそおい
で下さいました。
大竹会員──────────────────────
金婚式（50年）を迎えました。これからはゆっくりし
たいです。
本年度累計額

1,022,500円

持ち回り理事会議事録
平成30年4月27日（火） 例会前
●日 時
ホテル日航金沢  3階 孔雀の間
●場 所
●議 題
１．新会員候補者の件
１名について 承認
   職業分類 証券業
   元会員（西宮夙川RC）
２．会員退会の件 承認
池田修人会員 4月6日付 転勤により退会

貢氏

