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8 月のお祝い
◆誕生日◆

7月7日 ガバナー補佐訪問
石川第１分区Ａ ガバナー補佐

泉

澂氏

1日

土井正人会員

2日

塩梅

4日

宗守重泰会員

7日

池田修人会員

9日

山内謙一会員

修会員

10 日

木村賢一郎会員

19 日

中島哲夫会員

26 日

祖泉信宏会員

◆皆出席表彰◆
3 年 宮澤秀幸会員

8月
7月14日

ガバナー公式訪問
ガバナー 柳生好春氏

行事予定

4日（火） ８月定例理事会 11：30
11日（火） 休 会
11日（火） クラブ運営委員会 炉辺会合
18：30 志げ野
16日（日） 少年サッカー大会「ロータリーカップ」
まめだ簡易サッカー場
18日（火） 納涼例会
点鐘18：30 ホテル日航金沢
25日（火） 京都東山RCより表敬訪問
京都東山RCとの懇談会

卓話予定

7月28日

ゲスト

福本

出氏

8 月 4日
8 月18日
8 月25日

立食例会
納涼夜間例会
金沢市長 山野之義氏

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 2242 回 平成 27 年 7 月 7 日（火） 曇り
●ソング
●出 席
●ビジター

君が代・奉仕の理想
44名 欠席/11名（他出席免除3名）
前回修正出席率 90.90％
ガバナー補佐 泉
澂氏（金沢RC）
金沢RC
池田典明会員
金沢西RC
野中雅志会員
米山奨学生
馬少福さん

●幹事報告
・京都東山RCより、新年度にあたり電報をいただきました。
・来週7月14日は「ガバナー公式訪問日」です。例会には全
会員のご出席をお願いします。
・本日例会終了後、
「クラブ協議会」を開催します。
３階 ルミエール
・7月19日の「地引網親睦会」、追加にて参加ご希望の方は、
7月8日までにお申し込みください。
●ニコニコボックス
泉ガバナー補佐───────────────────
本日はガバナー補佐訪問に参りました。楽しいロータ
リーのために少しでも役立てていただければ幸いです。
北会員───────────────────────
泉ガバナー補佐様、ようこそおいでいただきました。
・木村様、奥田様、お二人の入会を祝して！
・今年度宜しくお願い致します。
・誕生日自祝。
坂東（久）会員─ ──────────────────
1年間幹事として頑張ります。よろしくお願いします。
・軽井沢ゴルフ遠征で優勝できました。ありがとうござ
いました。
朝倉会員──────────────────────
北会長、坂東幹事のご健闘を期待申し上げます。見神
前会長、東前幹事には、1年間ご苦労様でした。
鍔会員───────────────────────
軽井沢ゴルフツアー、大変楽しかったです。お世話役
の皆様、ありがとうございました。
三好会員─────────────────────
北会長、坂東幹事はじめ役員、会員の皆様、1年間宜し
くお願いします。
加藤会員──────────────────────
北会長、坂東幹事の健闘を祈念して。会員の皆様、米
山奨学金を宜しくお願いします。
東会員───────────────────────
北会長、坂東幹事、1年間宜しくお願いします。
・25年皆出席自祝。
山田会員──────────────────────
北会長、坂東幹事、1年間宜しく。楽しませて下さい。
水野会員──────────────────────
奥田孝行さんの入会おめでとうございます。
津田会員──────────────────────
北会長、坂東幹事のご活躍を祈念します。
鍋島会員──────────────────────
会長、幹事、1年間南ロータリーを引っ張って下さい。
・15年皆出席させていただいています、感謝。

12:30 〜 13:30
酒田会員──────────────────────
北会長、坂東幹事、役員の皆様、1年間宜しくお願いします。
塩梅会員──────────────────────
9年間皆出席となりました。年間賞ありがとうございます。
山森会員──────────────────────
年間賞ありがとうございます。北会長、坂東幹事1年
間宜しくお願い致します。
見神会員──────────────────────
北会長、坂東幹事、スタートしました。気楽に例会頑
張って下さい。
石野会員──────────────────────
北会長、坂東幹事、1年間宜しくお願いします。
・誕生月自祝。
大原会員──────────────────────
新年度を迎え、北会長、坂東幹事1年間宜しくお願い致
します。
・新会員祝、木村賢一郎君、奥田孝行君、今後益々の活躍
を期待致します。
園田会員──────────────────────
木村さん、奥田さん南ロータリーへようこそ。一緒に
ロータリーを楽しみましょう。
・ゴルフ同好会軽井沢遠征おもしろかったです。またみ
んなで行きましょう。
星山会員──────────────────────
4年間皆出席自祝。
平山会員──────────────────────
入会月自祝。軽井沢ゴルフ楽しかったです。本年度、
親睦委員長となりました。皆様のご協力お願い致します。
竹内会員──────────────────────
奥田孝行さん、木村賢一郎さん、ようこそ南ロータ
リークラブへ。仲良くやって行きましょう。本年度、私、
国際奉仕の委員長になりました。留学生の募集、宜しく
お願いします。
押野谷会員─────────────────────
先日7月1・2日ゴルフ同好会軽井沢に多数のご参加あ
りがとうございました。北会長年度に、ニコニコ委員長
を拝命し、1年間ガンバリますので、宜しくお願いします。
本年度累計額

70,000円

●卓 話
「就任挨拶」
会長
幹事

北 敏一
坂東久雄

第 2243 回 平成 27 年 7 月 14 日（火） 晴
●ソング
●出 席
●ビジター

我等の生業
44名 欠席/11名（他出席免除3名）
前回修正出席率 94.33％
ガバナー
柳生好春氏（野々市RC）
ガバナー補佐 泉
澂氏（金沢RC）
地区幹事
石澤 康氏（野々市RC）

●幹事報告
・本日例会終了後、7月定例理事会を開催いたします。
・本日「会員組織・クラブ広報合同炉辺会合」を開催いたし
ます。 志げ野 18：30
●ニコニコボックス
柳生ガバナー────────────────────
公式訪問にあたり。
泉ガバナー補佐───────────────────
金沢南RCの皆様、先日は補佐訪問で多くの事を学ば
せて頂きました。今日は、ガバナー公式訪問に同行させ
ていただきました。
石澤地区幹事───────────────────
公式訪問に同行しました。
北会員───────────────────────
柳生ガバナー、並びに役員の皆様、ようこそおいで下
さいました。

12:30 〜 13:30
坂東（久）会員─ ──────────────────
柳生ガバナー、並びに役員の皆様、ようこそおいで下
さいました。
岩井会員──────────────────────
年間賞自祝。いつの間にか四分の一世紀が経過し致し
ました。
木下会員──────────────────────
結婚記念日のお祝い、有難うございました。失念しか
かっておりました。
池田会員──────────────────────
第一例会を欠席し、本日例会場に到着して結婚記念
日が過ぎていたことに気づきました。反省…。
木村（賢）会員─ ──────────────────
入会をご承認頂きありがとうございます。よろしくお
願い申し上げます。
奥田会員──────────────────────
入会をお祝いいただきありがとうございました。一日
でも早く皆さんの仲間にとけ込めるように頑張りたいと
思います。今後ともよろしくお願いします。

第 2244 回 平成 27 年 7 月 21 日（火） 晴
●ソング
●出 席

それでこそロータリー
48名 欠席/7名（他出席免除3名）
前回修正出席率 92.72％
●ニコニコボックス
北会員───────────────────────
大変暑い日が続きますが、体調に気を付けて頑張りま
しょう。委員長あいさつ宜しくお願い致します。
坂東（久）会員─ ──────────────────
各委員長、挨拶宜しくお願いします。

第 2245 回 平成 27 年 7 月 28 日（火） 曇り
●ソング
●出 席

手に手つないで
41名 欠席/14名（他出席免除3名）
前回修正出席率 96.36％
金沢みなとRC 竹田德文会員

●ビジター
●幹事報告
・8月定例理事会は、8月4日11時30分より開催いたします。
●ニコニコボックス
北会員───────────────────────
福本出様、本日の卓話を宜しくお願い致します。
坂東（久）会員─ ──────────────────
福本出様、本日の卓話宜しくお願いします。
松本会員──────────────────────
福本出様、卓話宜しくお願いします。

本年度累計額

103,000円

ガバナー

柳生好春氏

●卓 話
「ロータリーの魅力」

12:30 〜 13:30
浜上会員──────────────────────
ニコニコ遅くなりました。今年度副会長、クラブ運営
委員長を拝命致しました。皆様と共に頑張ります。
押野谷会員─────────────────────
本日のニコニコとってもさびしいです。皆様のご協力
おねがいします。
本年度累計額

108,500円

●卓 話
「委員長就任挨拶」

12:30 〜 13:30
大山会員──────────────────────
母校が甲子園に行くことになりました。活躍を期待し
ています。
押野谷会員─────────────────────
福本出様、本日はありがとうございます。
本年度累計額

115,500円

●卓 話
「わが国周辺の海洋安全保障
～ いま南の海で起きていること ～」
株式会社石川製作所 東京研究所副所長
元海将 福本 出 氏

入会ご挨拶
株式会社北陸サンライズ
代表取締役社長 木村 賢一郎
この度、金沢南ロータリークラブに入
会を認められ、皆様方のお仲間に加え
て頂きました、木村賢一郎と申します。
会社は、白山市五歩市町にある株式会社北陸サンライ
ズという印刷会社です。現会長である父が創業し、今年で
40年を迎えます。私は平成25年に社長に就任いたしまし
た。3年目に突入しましたが、まだまだ新米社長で、日々
研鑽の繰り返しです。経営者として、人生の先輩として、
クラブ先輩方からは多くの教えを賜りたいと願っておりま
す。是非、ご指導の程、お願い致します。
私共の主力製品は、カタログ・チラシ・DMなど、商業
印刷と言われる分野です。ただ、同業他社と違う特徴は、
印刷の後加工に力を入れている所です。私共の所有して
いる印刷機械は薄い紙だけではなく、厚い紙も印刷でき
る仕様となっています。
日乃出紙工株式会社をグループ会社に持ち、パッケー
ジ加工、抜き加工を行っています。主にお土産用のお菓
子の箱を中心に、ホルダーケース、店頭POP、カターチ名
刺といったオリジナル商品などを手掛けています。あくま
でも、紙を中心に、形にこだわって、印刷物のパワーを最
大限に活かせるよう、
「カタチのチカラ」をコンセプトとし
ています。グループ会社には、チラシ専門の輪転印刷会社
で、株式会社サン・ファーストプリンティング、ミャンマー
に合弁の印刷会社、ABCサンライズと、グループ4社で運
営しております。ミャンマーにおいては今年で18年目を迎
えます。日本の中古の機械を送り立ち上げ、今ではミャン
マー有数の印刷会社に成長しました。
以上、簡単ではございますが、入会に際してのご挨拶と
させていただきます。どうぞ宜しくお願い致します。

７月定例理事会議事録
平成27年7月14日（火）例会終了後
●日 時
ホテル日航金沢 ５階 松の間
●場 所
●議 件
１．夜間例会（納涼例会）の件
8月18日（火）点鐘18：30 ホテル日航金沢
会費 会員8,000円 夫人6,000円
承認
２. 地区大会の件
理事・役員・各委員長、入会3年未満の新会員は
出席義務。10月27日の例会を振替。
承認
３. 新会員候補者の件
1名について 職業分類 情報流通業
承認
４．少年サッカー大会「ロータリーカップ」の件
8月16日（日）開催
石川県まめだ簡易サッカー場
承認
５. その他
・バナーを製作する ＠1,940 100本 承認

株式会社アルシェ
代表取締役 奥田 孝行
40歳代でのロータリークラブへの入
会は少し早いのかなと思いましたが、入
会を決意しました。私は、20歳半ばで
ライオンズクラブに4年余り在籍したことがありました。メ
ンバーの方々のほとんどは、50歳以上で当然、私は最年
少でした。そんなことから、もし機会があるなら、50歳に
なってからの入会でもいいと思っていました。ただ、ライオ
ンズクラブではボランティア活動を通じ、様々な経験をし、
感動も頂きました。地域の活性化や町づくりに貢献するこ
とで、若かった自分に対して多くの勉強をさせて頂いたこ
とは、これまでの思い出の一つでもあります。
30歳の時に青年会議所（JC）に入会することになり、ラ
イオンズクラブを退会することにしました。自分自身をもっ
と磨きたかったからです。様々な「出会い」もありましたし、
何よりも改めて人生を学ばさせて頂いた、約10年間だった
と思います。私は現在、福祉事業を営んでいます。会社経
営をおこなって行く上で、青年会議所活動で学んだことが、
大きく役立っています。ネットワークの構築や地域との係
わりなど、青年会議所での活動が生んでくれたのではない
でしょうか。これまでの人生において、楽しい時、厳しい時、
つらい時、たくさんありましたが、様々な問題を乗り越えて
来たことで、今の自分があると思っています。
私の好きな言葉で「自分に解決できない問題は、自分の
前に現れない」とあります。自分自身のレベルに応じて、目
の前に現れる問題も大きくなって行くのです。その問題を
解決して行き続けることで、自分自身のレベルアップに繋
がるのではないでしょうか。人生、生きていく上で、自分に
降り掛かる問題は尽きないのです。
まさにロータリークラブに入会し、活動することは、その
問題の一つではないかと思います。そしてこれから、自分
自身のレベルアップに繋がるようにしたいと思います。
最後になりますが、まだまだ未熟な私ですが、ロータ
リークラブへ入会するにあたり、この会へ導いてくれた先
輩方々に感謝をし、奉仕の精神を忘れず、活動させて頂き
たいと思います。
これから、どうぞよろしくお願いいたします。

前年度理事会議事録
●日
●場
●議
１.

平成27年7月21日（火） 12：00
時
ホテル日航金沢 ５階 梅の間
所
件
2014～2015年度決算の件
承認

