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この度、会員皆様のご推薦を賜り

この度、2016-2017年度金沢南

金沢南ロータリークラブの第48代会

ロータリークラブ第48代目幹事を

長に就任する事となりました。金沢

仰せ つかりました園田貴之でござ

南ロータリーの名誉と伝統を重圧に

います。私は入会7年目ということで、

受け、若輩者の私ですが精一杯務め

まだまだ経験が短い中、幹事という

させて頂く所存です。

大役をお引き受けしても良いのかと

今年度のクラブ目標は「楽しく

悩みました。今になって、責任の重さ

クラブ運営、繋ごう奉仕活動」～半世紀に向けての意識

を痛感しておりますが、この機会によりいっそう皆様と親

Without limit～です。まずメンバーの皆さんに喜んで頂

睦をはかりロータリーを勉強したいと思っております。

けるためには、企画運営する側の方々自身が楽しんで運

今年度、大原会長はクラブ目標を「楽しくクラブ運営、

営しないと皆さんには伝わりません。今年度は会員全員

繋ごう奉仕活動」と掲げられております。大原会長と共に

が楽しめる事を念頭において、細かい所から確認して進

楽しく集えるクラブを目指し、また大原会長の思いをより

めて行きたいと思います。また、当クラブの良い活動を若

伝えられるよう微力ながらサポートさせて頂く所存でご

い世代にも認識して頂くためにも奉仕活動の充実を図り

ざいます。また、何せ若輩者の為、会員皆様方には色々お

ます。私の思いは背伸びする事なく自分のスタンスを維持

助け頂く事も多々あることと存じます。一日も早く皆様に

し、当クラブの将来の位置づけになる様、1年とはいえ会

ご納得頂ける幹事として職務を遂行できるよう一年間努

員の皆様の温かい思いを受けながら務めさせて頂きます。

力して参ります。

また本年度のクラブ重点目標は

最後になりましたが、今後とも皆様のご支援とご協力

１、会員増強（純増10名）

を切にお願い申し上げまして就任のご挨拶とさせて頂き

２、社会奉仕活動を通じて広くクラブ活動をPRする

ます。一年間宜しくお願い致します。

３、職業奉仕活動を通じて対外交流を深める
４、少年サッカー大会を通じて青少年育成の継続を促す

卓話予定

５、50周年に向けて周年準備委員会の開催サポート
６、金沢8RC新年合同例会の企画運営の実施
以上、園田幹事と共に

楽しく風通しの良いクラブ運

営を目指して行きますので、皆様のご友情・ご支援を頂け
ます様お願い致します。1年間宜しくお願い致します。
最後になりますが、毎週の例会の会長挨拶ですが得意
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月 5日
月12日
月19日
月26日

会長・幹事 就任挨拶
委員長就任挨拶
ガバナー 岡部一輝氏
ヤマカ水産（株）
代表取締役社長 紙谷一成氏

ではありませんが、頑張って挨拶をしますが、下手な挨拶
でも温かい眼で見守って頂ければ幸いです。

7 月のロータリーレート

１ドル＝ 106 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 2284 回 平成 28 年 6 月 21 日（火） 曇り
●ソング
●出 席

それでこそロータリー
43名 欠席/10名（他出席免除2名）
前回修正出席率 90.38％

●幹事報告
・来週6月28日は休会です。
●ニコニコボックス
北会員───────────────────────
皆様一年間お世話になりました。本当にありがとうご
ざいました。
坂東会員──────────────────────
一年間皆様大変お世話になりありがとうございました。
中田会員──────────────────────
会長はじめ役員の皆様、一年間ご苦労様でした。
三好会員─────────────────────
北会長、坂東幹事一年間お世話様でした。
岩井会員─────────────────────
北会長、坂東幹事一年間ご苦労様でした。
加藤会員─────────────────────
北会長お疲れ様でした。
山田会員─────────────────────
皆様のご協力のもと、会員組織委員長を務めること
ができ、ありがとうございました。
東会員──────────────────────
北会長、坂東幹事一年間ありがとうございました。
津田会員─────────────────────
北会長、坂東幹事お疲れさんでした。北さん、もう一
年やってやると言ってたな…。
浜上会員─────────────────────
北会長、坂東幹事、一年間ご苦労様でした。今日は
ゆっくりと楽しんでください。
木村（正）会員───────────────────
３年間の会場監督が終わりました。会員の皆様のお
陰です。ありがとうございました。
酒田会員─────────────────────
北会長、坂東幹事様、一年間ご苦労様でした。
大原会員─────────────────────
北会長、坂東幹事 一年間ご苦労様でした。職場見
学や京都東山ロータリーとの懇親会をはじめ、当クラブ

18:30 〜 20:30
として大変有意義な一年間でしたね。いよいよ来月から
は自分の番になります。今まで以上のご指導を宜しくお
願いします。
石野会員─────────────────────
北会長、坂東幹事一年間ご苦労様でした。併せて役
員の皆様お疲れ様でした。
岡元会員─────────────────────
北会長、坂東幹事、一年間有難うございました。
岩本会員─────────────────────
北会長、坂東幹事、一年間お疲れ様でした。
竹内会員─────────────────────
皆さん一年間ありがとうございました。
谷﨑会員─────────────────────
北会長、坂東幹事、一年間お疲れ様でした。
宮澤会員─────────────────────
一年間ありがとうございました。
小坂会員─────────────────────
北会長、坂東幹事、一年間お疲れ様でした。
奥田会員─────────────────────
北会長、坂東幹事一年間お疲れ様でした。
押野谷会員────────────────────
今年度最後のニコニコＢＯＸご披露させていただきま
した。一年間会員の皆様にご協力いただきありがとうご
ざいました。
本年度累計額
●卓 話
「最終夜間例会」

7 月のお祝い
◆誕生日◆
4日

7月

行事予定

4日（月） 創立50周年準備委員会 18：30 志げ野
5日（火） 7月定例理事会 例会終了後
12日（火） 「ガバナー補佐訪問日」
会長幹事懇談会 11：30 ～ 12：10
クラブ協議会
13：40 ～ 14：30
奉仕プロジェクト委員会 炉辺会合
ホテル日航金沢 桃李
19日（火） 「ガバナー公式訪問日」
会長幹事懇談会 11：30 〜 12：15
前年度理事会 例会終了後
26日（火） 会員組織、クラブ広報 合同炉辺会合
18：30 会場未定

19 日

石野
北

茂会員
敏一会員

◆結婚記念日◆
7日

木下隆雄会員

10 日

池田修人会員

◆皆出席表彰◆
26 年

東

英幸会員

26 年

岩井重哲会員

16 年

鍋島盛雄会員

10 年

塩梅

10 年

山森潤一会員

5年

星山喜久会員

1年

木村賢一郎会員

1年

奥田孝行会員

修会員

1,250,500円

