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退任ご挨拶
会 長

北

敏 一

長い一年がようやく終わります。
昨年7月に会員の皆様の推挙で会
長に就任以来、ようやく6月を迎え
ました。
私にとって昨年は北陸新幹線の
金沢開業年度でもあり、毎日毎日忙
しい日々を送りました。例会を休む訳にはいかないとの思
いから、出張を含め仕事はすべてロータリーに合わせて
きましたが、どうしても例会に出席出来ない事がありまし
た。会社の仕事や県内の会議は自分で予定を決める事は
出来ても、全国の会議は本部の常務理事の立場の為、な
かなか休む事が出来ませんでした。会員の皆様には大
変ご迷惑おかけした事をお詫びいたします。この一年間、
支えてくれた坂東幹事をはじめ、理事、役員の皆様に感
謝を申し上げます。
いろいろ思い出もたくさんありますが、やはり本年4月
の県外企業訪問と姉妹クラブの京都東山RCとの懇親会
が出来た事です。昨年の表敬訪問の折、東山RCの岩橋
会長の周年行事の時だけで無く、貴クラブとは普段から
もっと身近かなお付き合いをしたいと言う熱意に答える
形で実現しました。柳原会員のお世話でアサヒビール発
祥の地でもある、アサヒビール吹田工場の見学、出来た
てのビールを飲みながらの昼食を楽しみました。夜は夜
桜を眺めながらの大懇親会が行われ、二次会等に繰り
出しました。翌日、観光組は戸田副会長が住職を努める、
大徳寺大慈院を見学し、日頃、絶対拝観出来ない秘仏や
山門に登る事も出来、大満足であったそうです。他方ゴル
フ組も東山RCの皆様と和やかにプレーを楽しみました。
団体対抗戦も個人戦（奥田会員）も我がクラブが勝ちま
した。岩橋会長をはじめ、東山RCの皆様には前日のアサ
ヒビールの工場見学から、二日目の観光・ゴルフまでお付
き合いをいただき本当に感謝いたしております。ありがと
うございました。

次回は金沢で開催する予定です。皆様その際は御協力
よろしくお願い致します。
もう少しで重責から解放されます。これからは、少しの
んびりしながらロータリークラブをもう一度見直し、運営
に協力していきたいと思います。
皆様、一年間いろいろお世話に成りました。
ありがとうございました。

幹 事

坂 東 久 雄

会員皆様のご理解とご協力を頂
き、無事1年間の幹事の大役を務
め終える事ができましたこと心より
御礼を申し上げます。
振り返ってみますと、7月7日の
初日からガバナー補佐の訪問から
始まり、翌週のガバナー公式訪問。炉辺会合、少年サッ
カー大会と当初幹事として不慣れな中、大変戸惑ったこ
とが思い出されます。
北会長の所信表明にもありました通り、友情と奉仕と
いうキーワードを高めていく為には、いかに多くの会員の
皆様の参加をお願いできるかというのが、私の役目だと
思っておりました。
しかしながらそんな心配もなく、各事業に多くの会員の
皆様そして奥様方に参加頂き本当に有難うございました。
そして、二度にわたる変声期も乗り越え、無事大役を
果たされた北会長本当にお疲れ様でした。北会長の話
術、そしてなによりも会員の皆様に対するおもいやりの心
を目の当たりにして大変敬服いたしました。
最後に、私ごときを幹事として盛り立てて頂き、ご協力
とご指導を頂いたことに心からの感謝と御礼を申し上げ、
退任の挨拶とさせて頂きます。
1年間ありがとうございました。

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 2282 回 平成 28 年 6 月 7 日（火） 曇り
●ソング
●出 席

君が代・奉仕の理想
40名 欠席/12名（他出席免除3名）
前回修正出席率 100％
石川第一分区（Ａ）
●ビジター
ガバナー補佐 泉
澂会員（金沢RC）
金沢RC
山口眞樹会員
石川第一分区（Ａ）
●ご挨拶
ガバナー補佐 泉
澂
●ニコニコボックス
泉ガバナー補佐───────────────────
最後のガバナー補佐訪問です。一年間有難うござい
ました。何一つお役に立てず申し訳なく思っています。
北会員───────────────────────
15年皆出席です。これからもよろしくお願いいたし
ます。
坂東会員──────────────────────
10年皆出席自祝。
中田会員──────────────────────
？？？才の誕生日です。
鍔会員───────────────────────
皆出席賞をいただきました。ありがとうございます。

12:30 〜 13:30
水野会員─────────────────────
大原さん、木下さん、クラブ会報の原稿有難うござ
いました。
大竹会員──────────────────────
オランダへ１週間行って来ました。初めてクラブ協議
会を欠席しまして申し訳ございません。
鍋島会員──────────────────────
入会月です。
酒田会員──────────────────────
10年間皆出席出来ました。
・入会月自祝。
木村（正）会員─ ──────────────────
結婚記念日自祝。
大原会員──────────────────────
結婚記念日、誕生日自祝。
押野谷会員─────────────────────
結婚記念日自祝。
本年度累計額

第 2283 回 平成 28 年 6 月 14 日（火） 曇り
●ソング
●出 席
●ビジター

我等の生業
40名 欠席/13名（他出席免除3名）
前回修正出席率 90.56％
福井西RC
高井良民雄会員
河北RC
新江克之会員
星名紀之会員
金沢香林坊RC 池田義則会員

●幹事報告
・ガバナー事務所より、熊本地震義援金送金報告があり
ました。
62クラブ分 11,516,869円が、
「熊本地震総合支援
室」に送金されました。
・来週6月21日は、最終夜間例会です。
18：30 ホテル日航金沢
・6月28日は休会です。
●ニコニコボックス
福井西RC 高井良会員────────────────
北会長、一年間お疲れ様でした。
河北RC 星名会員──────────────────
今日は貴重な時間いただきまして有難うございます。
7月24日（日）河北ロータリーでは地引網を行います。多
くの方々の参加を願います。
北会員───────────────────────
皆様、今期お世話になりました。今日を含めてあと２
回となりました。さびしいです。
三好会員─────────────────────
結婚記念月にお祝いありがとう。
東会員──────────────────────
入会月自祝。
浜上会員─────────────────────
皆様のおかげで、14カ年皆出席を達成出来ました。
感謝。

1,187,500円

12:30 〜 13:30
祖泉会員─────────────────────
奉仕プロジェクト委員会の皆様、一年間ありがとう
ございました。事業の準備、実行大変でしたでしょうが、
楽しく参加させていただきました。
髙嶋会員─────────────────────
お陰様で私共北陸支店が業績最優秀支店に輝くこと
ができました。これも日頃の皆様のお陰です。ありがと
うございます。
本年度累計額

1,202,500円

●卓 話
「退任あいさつ」
クラブ広報委員長
クラブ運営委員長
奉仕プロジェクト委員長
幹事
会長

三好研一
浜上  満
祖泉信宏
坂東久雄
北   敏一

6 月定例理事会議事録
平成28年6月14日（火） 11：30
●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
2名について
職業分類「総合建設業」
、
「家具製造販売」 承認
2. 創立50周年準備委員会の件
次年度より準備委員会を設置
承認

