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地区テーマ

語り合おう ロータリー

クラブ目標

楽しくクラブ運営、繋ごう奉仕活動
〜半世紀に向けての意識

Without limit〜

事務局
〒920-0869 金沢市上堤町1-15 金沢上堤町ビル
TEL.076-222-2525 FAX.076-224-2882
E-mail minamirc@angel.ocn.ne.jp
URL http://www.kanazawa-south.jp/
例会場■ホテル日航金沢
例 会日■毎週火曜日 12時30分〜13時30分

8 月のお祝い

7月12日 ガバナー補佐訪問
石川第１分区Ａ ガバナー補佐

1日
2日
4日
7日

石森良洋氏

◆誕生日◆
土井正人会員
塩梅 修会員
宗守重泰会員
池田修人会員

9日
10 日
19 日
26 日

山内謙一会員
木村賢一郎会員
中島哲夫会員
祖泉信宏会員

◆皆出席表彰◆
4 年 宮澤秀幸会員
1 年 髙嶋俊英会員
7月12日

派遣交換学生

髙木景将君

8月

7月19日

ガバナー公式訪問
ガバナー 岡部一輝氏

2日（火）
2日（火）
9日（火）
16日（火）
20･21日（土･日）
23日（火）
23日（火）
30日（火）

行事予定

8月定例理事会 例会終了後
清掃活動と早朝例会打ち合わせ会 18:30
納涼例会 点鐘18:30 滝亭
休 会
第19回少年サッカー大会
「ロータリーカップ」
駅周辺清掃活動・早朝例会
クラブ運営委員会 炉辺会合 18:30
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
8 月 2日
8 月 9日
8 月30日

7月26日

ゲスト

紙谷一成氏

立食例会
納涼夜間例会
㈱スギヨファーム 取締役統括補佐
㈱スギヨ 農業事業課長 川上和孝氏

8 月のロータリーレート

１ドル＝ 102 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 2285 回 平成 28 年 7 月 5 日（火） 曇り
●ソング

君が代・奉仕の理想

●出

41名

席

12:30 〜 13:30
坂東会員─────────────────────
前年度大変お世話になりありがとうございました。

欠席/13名（他出席免除2名）

前回修正出席率

90.38％

山内会員──────────────────────

●幹事報告

職業奉仕委員長を任されることになりました。一年間

・2019～2020年度ガバナーノミニー候補者の推薦依頼
がありました。
・本日、例会終了後、7月定例理事会を開催いたします。
5階

宜しくお願いします。また、大原会長、園田幹事一年間
宜しくお願いします。
酒田会員─────────────────────
大原会長、園田幹事理事の皆様一年間宜しくお願い

松の間

・来週7月12日例会終了後、クラブ協議会が開催されま
す。理事、役員、各委員長のご出席をお願いいたします。

します。
塩梅会員──────────────────────
大原会長、園田幹事、健康に留意されて一年間頑張っ

事業計画要覧をお持ちください。
●ニコニコボックス
大原会員──────────────────────
いよいよ新年度、会長に就任いたしました。若輩者で
すが、一年間一生懸命つとめさせて頂きますので、皆様
の温かいご協力を熱望致します。園田幹事と共に、楽し

て下さい。
・昨日、第一回の50周年準備委員会が志げ野さんで開催
されました。鍔委員長をはじめ出席いただいた方々あり
がとうございました。
山森会員──────────────────────
大原会長、園田幹事一年間頑張って下さい。

く風通しの良いクラブを目指しますのでよろしくお願い
いたします。
・新会員蓮本浩三さん、歴史ある、金沢南ロータリークラ
ブに入会おめでとうございます。今後のご活躍を期待い

・10年皆出席早いものだと自分でもおどろいています。あ
りがとうございます。
岡元会員─────────────────────
大原会長、園田幹事一年間よろしくお願いします。

たします。
・先日の軽井沢のゴルフ有難うございました。中田会長、

・先日の軽井沢ゴルフツアーありがとうございました。第

二日間にかけてご苦労様でした。また良い企画をお願い

一日目お陰様で優勝させていただきました。昨年のリベ

します。

ンジができてうれしく思っております。来年もぜひ伺い

園田会員──────────────────────
今年度、幹事の園田です。みなさま、一年間宜しくお
願いいたします。

たいと思います。ゴルフ同好会幹事の皆様よろしくお願
い致します。
石野会員──────────────────────
誕生月自祝。

・先日の軽井沢のゴルフありがとうございました。また、
来年も行きましょう。

祖泉会員─────────────────────
大原会長、園田幹事一年間よろしくお願い致します。

中島会員──────────────────────
大原会長、園田幹事、一年間宜しくお願いします。
三好会員─────────────────────
大原会長、園田幹事はじめ役員の皆様一年間お世話
になります。

この夏は8月23日早朝例会前に社会奉仕委員会事業の
「子ども達と共に駅周辺の清掃活動」があります。皆様
よろしくお願いします。
星山会員──────────────────────
5年皆出席自祝。一年間SA Aをつとめさせて頂きます。

加藤会員──────────────────────
大原会長、園田幹事、一年間ご苦労様です。
大竹会員──────────────────────

よろしくお願いします。
竹内会員──────────────────────
親睦活動・出席委員会委員長竹内です。一年間よろし

大原会長、園田幹事、一年間頑張ってください。
津田会員──────────────────────
大原会長、園田幹事ゆったりと頑張ってください。

くお願いします。
奥田会員──────────────────────
新年度大原会長、園田幹事一年間よろしくお願いしま

浜上会員──────────────────────
金沢南ロータリークラブ第48代大原浩幸会長ご就任

す。

おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。

本年度累計額

・金沢南ロータリークラブ第48代園田貴之幹事、本年よ
ろしくお願いします。
北

会員─────────────────────
前年度はお世話になりました。ありがとうございまし

た。大原会長、園田幹事頑張って下さい。
・誕生日自祝。あまりうれしくないですが…。

●卓

107,000円

話

「就任挨拶」
会長

大原浩幸

幹事

園田貴之

第 2286 回 平成 28 年 7 月 12 日（火） 曇り
●ソング
●出 席
●ビジター

我等の生業
43名 欠席/10名（他出席免除2名）
前回修正出席率 90.38％
石川第一分区Ａガバナー補佐
石森良洋氏（金沢香林坊RC）
派遣交換学生 髙木景将君

●幹事報告
・京都東山RCより、新年度にあたりご挨拶の電報をいた
だきました。
・本日例会終了後、クラブ協議会を開催いたします。理事
役員各委員長はご出席をお願いいたします。
また、奉仕プロジェクト委員会の炉辺会合が本日午後
6時30分よりホテル日航金沢 桃李にて開催されます。
・来週はガバナー公式訪問日です。皆様のご出席をお願
いいたします。
●ニコニコボックス
石森ガバナー補佐──────────────────
今年度どうぞよろしくお願い致します。
大原会員──────────────────────
石川第一分区Ａ石森ガバナー補佐の訪問よろしくお
願いします。
・本年度、統括委員長中島さん、東さん、塩梅さん、岡元
さん、就任挨拶よろしくお願いします。
園田会員──────────────────────
石森ガバナー補佐、本日はよろしくお願い致します。
岩井会員──────────────────────
入会月自祝。
東会員───────────────────────
26年皆出席の年間賞、ありがとうございます。

第 2287 回 平成 28 年 7 月 19 日（火） 曇り
●ソング
●出 席
●ビジター

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 92.3％
ガバナー
岡部一輝氏
石川第一分区Ａガバナー補佐 石森良洋氏
地区副幹事
久恵龍三氏

●幹事報告
・本日例会終了後、前年度理事会を開催します。
・ロータリー財団100周年記念誌「世界でよいことをしよ
う」が発行されます。購入を希望される方は事務局まで
お申し込みください。
1冊40ドル（レートの変動があります）
●ニコニコボックス
岡部ガバナー────────────────────
公式訪問にまいりました。よろしくお願い申し上げます。
石森ガバナー補佐──────────────────
岡部ガバナーと同行させていただきました。
久恵地区副幹事─ ─────────────────
公式訪問に同行させて頂きました。よろしくお願い申
し上げます。

12:30 〜 13:30
浜上会員──────────────────────
石川第一分区ガバナー補佐石森良洋様、訪問ありがと
うございます。
鍋島会員──────────────────────
入会月自祝。おかげ様で16年ありがとうございます。
塩梅会員──────────────────────
石森ガバナー補佐、本日はどうぞ宜しくお願いします。
石野会員──────────────────────
大原会長、園田幹事一年間宜しくお願いします。
髙木会員──────────────────────
長男の行先がようやく決まりました。今、旬のダラスで
す。又、よろしくお願い致します。
木村
（賢）
会員────────────────────
入会させて頂き一年が経ちました。今後も先輩方から
色々と学ばせてもらいたいと思います。宜しくお願い致
します。
木下会員──────────────────────
今期より「ニコニコ担当」となりました。合言葉は
ニッコー
「日航ホテルでニッコ‼ニッコ‼」です。宜しくお願い致
します。
・結婚祝いありがとうございました。忘れかけておりまし
た。
本年度累計額

136,000円

●卓 話
「就任挨拶」
会員組織委員長
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

中島哲夫
東 英幸
塩梅 修
岡元洋人

12:30 〜 13:30
大原会員──────────────────────
2610地区ガバナー岡部一輝様、石川第一分区Ａガ
バナー補佐石森良洋様、地区副幹事久恵龍三様、当ク
ラブへ公式訪問ありがとうございます。例会を楽しんで
行って下さい。
加藤会員──────────────────────
大原さん、園田さん、今年度ご苦労様です。よろしくお願
いします。
園田会員──────────────────────
岡部ガバナー本日は宜しくお願い致します。
浜上会員──────────────────────
国際ロータリー第2610地区2016～2017年度ガバナー
岡部一輝様、地区副幹事久恵龍三様、公式訪問ありがとう
ございます。
北会員───────────────────────
本日7月19日は誕生日です。
塩梅会員──────────────────────
岡部ガバナー、
今年一年ご指導宜しくお願いします。
・10年皆出席表彰ありがとうございます。

石野会員──────────────────────
岡部ガバナー、本日は宜しくお願いします。
池田会員──────────────────────
結婚記念日自祝。
木下会員──────────────────────
岡部ガバナー、石森ガバナー補佐、久恵地区副幹事、

本日は有難うございます。今後ともご指導宜しくお願い
致します。

第 2288 回 平成 28 年 7 月 26 日（火） 曇り
●ソング
●出 席
●ビジター

手に手つないで
41名 欠席/11名（他出席免除3名）
前回修正出席率 90.38％
金沢RC
西野一郎会員
金沢東RC
紙谷一成会員（ゲスト）
金沢西RC
坂本藩應会員

●幹事報告
・本日例会終了後、50周年準備委員会打ち合わせ会を開
催します
・本日、会員組織・クラブ広報委員会合同炉辺会合を開
催します。 18：30より 志げ野
●ニコニコボックス
大原会員──────────────────────
本日の卓話、
ヤマカ水産㈱ 紙谷一成様、よろしくお願
いします。
・先日は、河北ロータリー主催の地引網に12名で参加してきま
した。園田幹事、岩本さん、浜上さん家族、新保さん家族の
皆さんには、ご苦労様でした。

入会ご挨拶
株式会社三康
専務取締役

蓮本浩三

皆様、はじめまして。
このたび、金沢南ロータリークラブ
に入会させて頂くことになりました㈱
三康の蓮本と申します。このような格式ある会に入会する
ことにあたり、私には相当の重圧がありましたが、中島様
のご指導の下、決心いたしました。
ロータリークラブの事は、先日の説明などから、世界的
に広まっている事を知り、狭い知識しか知らない私には、
皆様とのご縁を大切にして、社会を学んでいきたいと思
います。
弊社は、創業45年目の内装仕上工事業です。主に造
作家具が主力なので建築に関連する会社です。
ロータリークラブの奉仕の精神、自分より人のことを思
いやる気持ちなど、言うは易し行うは難しですが、諸先輩
方から教えていただき努力してまいりたいと思っておりま
す。

本年度累計額

168,000円

ガバナー

岡部一輝 氏

●卓 話
「語り合おうロータリー」

12:30 〜 13:30
園田会員──────────────────────
ヤマカ水産㈱ 紙谷一成様、本日の卓話宜しくお願
い致します。
松本会員──────────────────────
小笠原諸島へ5泊6日で行って来ました。たいへんき
れいでのんびりする事が出来ました。
木村
（賢）
会員────────────────────
紙谷一成様、今日は卓話ありがとうございます。
奥田会員──────────────────────
紙谷一成様、本日の卓話ありがとうございます。
本年度累計額

201,000円

●卓 話
「さかな屋の話」
ヤマカ水産株式会社
代表取締役社長 紙谷一成 氏

７月定例理事会議事録
平成28年7月5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．納涼例会の件
承認
8月9日（火）点鐘18：30 滝亭
会費 会員7,000円 夫人5,000円
２. 子ども達と共に金沢駅周辺清掃活動、早朝例会の件 承認
清掃活動 浅野川小学校
生徒・父兄及び金沢南RC会員
ラジオ体操後、清掃活動、食事
早朝例会 点鐘 7：30 ホテル日航金沢
３. 地区大会の件
義務登録 理事・役員・各委員長、入会3年未満
新会員
10月25日の例会を振替え
４．会員退会の件
見神幸男会員
一身上の都合により7月5日付 退会

前年度理事会議事録
●日
●場
●議
１.

平成28年7月19日（火） 例会終了後
時
ホテル日航金沢 ５階 梅の間
所
件
2015～2016年度決算の件
承認

