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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

9 月のお祝い
◆誕生日◆
2 日 宮澤秀幸会員
4 日 蓮本浩三会員
10 日 水野義男会員
8月30日

14 日
25 日

表敬訪問ご挨拶
京都東山RC 渡辺剛士会長

星山喜久会員
平野忠泰会員

◆結婚記念日◆
8 日 塩梅 修会員
22 日 髙嶋俊英会員
◆皆出席表彰◆
26 年 水野義男会員
3 年 竹内昭夫会員

8月30日

創立50周年記念事業実行委員会
中村翠嵐委員長

9月

行事予定

13日（火） 9月定例理事会 11:30 ホテル日航金沢
13日（火） 会員組織委員会 例会終了後 ホテル日航金沢
20日（火）〜 22日（木）
韓国企業訪問 職業奉仕委員会
27日（火） 堺南RCより表敬訪問
堺南RC ／金沢南RC懇談会
例会終了後 ホテル日航金沢

8月30日 ゲスト
㈱スギヨ 管理本部

農業事業課長

9 月のロータリーレート

卓話予定

川上和孝氏

１ドル＝ 102 円

9
9
9
9

月 6日
月13日
月20日
月27日

立食例会
㈱柳田 代表取締役社長
未 定
未 定

柳田和宏氏

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 2289 回 平成 28 年 8 月 2 日（火） 曇り
●ソング

君が代・奉仕の理想

●出

43名

席

12:30 〜 13:30
祖泉会員─────────────────────
誕生日自祝。8月23日の早起き清掃も宜しくお願い致

欠席/10名（他出席免除2名）

前回修正出席率

90.38％

●幹事報告

します。
宮澤会員─────────────────────
4年皆出席自祝。

・本日、例会終了後、8月定例理事会を開催いたします。
3階

池田会員──────────────────────

孔雀の間

誕生日自祝。

・来週8月9日は納涼例会です。お昼の例会はありません。
点鐘18：30

木村（賢）会員───────────────────

滝亭

誕生月自祝。

・8月16日は休会です。
●ニコニコボックス

髙嶋会員─ ────────────────────
入会月自祝。今後とも宜しくお願い致します。

土井会員──────────────────────
誕生日自祝。

本年度累計額

山内会員──────────────────────

225,500円

誕生日自祝。
塩梅会員──────────────────────
誕生日自祝。

第 2290 回 平成 28 年 8 月 9 日（火） 晴れ
●ソング

我等の生業

●出

32名

席

18:30 〜 20:30
浜上会員──────────────────────
竹内委員長はじめ、親睦活動出席委員会の皆様、本

欠席/22名（他出席免除2名）

前回修正出席率

90.38％

●幹事報告

日はご苦労様でした。
北会員───────────────────────
竹内親睦活動出席委員長をはじめ委員の皆様、お世

・10月22日、23日の地区大会、8月10日が返信期日です。
登録の都合がございますので、至急ご返信をお願い致

話になります。
酒田会員──────────────────────

します。

親睦活動・出席委員長竹内さん、本日の納涼例会を

・来週8月16日は、休会です。
・8月23日は清掃活動と早朝例会です。
・8月23日はクラブ運営委員会炉辺会合が開催されます。
志げ野

楽しみにしております。
祖泉会員─────────────────────
親睦活動・出席委員会の皆様、今夜は楽しませて頂き

18：30

●ニコニコボックス
大原会員──────────────────────
本年度初めての夜間例会です。親睦活動出席委員会、

ます。お盆を過ぎれば次は早朝清掃活動です。皆様宜し
くお願い致します。
岡元会員──────────────────────
親睦委員会の皆様、本日は楽しみにしております。

竹内委員長を始め委員会の皆さん楽しんでやりましょう。
園田会員──────────────────────

谷﨑会員──────────────────────
本日は滝亭にお越しいただきありがとうございます。

竹内委員長をはじめ、親睦活動出席委員会の皆様、
本日は宜しくお願い致します。

竹内会員──────────────────────
本日納涼会ご参加まことにありがとうございます。皆

中田会員──────────────────────
家内と共に滝見の宴を楽しく過ごします。

様楽しい時間をお過ごしください。

新保会員──────────────────────

本年度累計額

納涼例会のお世話ありがとうございます。
山田会員──────────────────────
本日は楽しませていただきます。

●卓

話

「納涼例会」

241,500円

第 2291 回 平成 28 年 8 月 23 日（火） 晴れ
●ソング

それでこそロータリー

●出

39名

席

酒田会員──────────────────────

欠席/13名（他出席免除2名）

前回修正出席率

祖泉社会奉仕委員長様、清掃活動の段取り、ご苦労
様です。

90.38％

●幹事報告

・金沢南ロータリーカップ、お世話いただいた皆様、ご

・本日、クラブ運営委員会の炉辺会合を開催いたします。
18：30

7:30 〜 8:15

苦労様でした。
髙木会員──────────────────────

志げ野

・岡部ガバナーより、先月の公式訪問のお礼状をいただき

早朝よりお疲れ様でした。長男が26日にダラスに向
けて出発することがようやく決まりました。引き続き御支

ました。
・10月の地区大会、義務の方を含め、38名登録になりま
した、ご出席、よろしくお願い致します。
●ニコニコボックス

援宜しくお願い致します。
祖泉会員─────────────────────
早朝清掃、皆様ありがとうございました。

大原会員──────────────────────
朝早くから、清掃活動ご苦労様でした。祖泉社会奉仕委
員長、段取り、お世話有難うございました。
・8月20日、21日、少年サッカー大会が開催され、無事終了
しました。津田大会委員長、木村青少年委員長ご苦労様で

星山会員──────────────────────
先日の夜間例会では、名前、役職を多々間違えましたこ
とお詫び申し上げます。
野畠会員──────────────────────
皆様ご苦労様でした。

した。

本年度累計額

園田会員──────────────────────

273,500円

祖泉社会奉仕委員長、半年前からの用意お疲れ様で
した。また、早朝の清掃、皆様お疲れ様でした。

第 2292 回 平成 28 年 8 月 30 日（火） 曇り

12:30 〜 13:30

●ソング

手に手つないで

・安田真人さん、金沢南ロータリー入会おめでとうござ

●出

46名

います。いっしょにロータリーを楽しみましょう。

席

欠席/7名（他出席免除3名）

前回修正出席率
●ビジター

94.23％

津田会員──────────────────────

京都東山RC

第19回ロータリーカップ、お陰様にて終えました。感

渡辺剛志会員

清水泰博会員

布施栄一会員

中村翠嵐会員

川勝裕之会員

中塚

浩会員

●幹事報告
・本日例会終了後、京都東山RCとの懇談会を開催します。

謝します。
三好会員─────────────────────
京都東山ロータリークラブの皆様ようこそ。
水野会員──────────────────────
今日は片町からバスで来ました。小学生でいっぱいで

・髙木慎一朗会員のご子息で派遣交換学生の髙木景将君

した。80才くらいの婦人も一緒に乗ったので、子ども達

が、8月26日ダラスに向けて出発され、無事現地に到着

にこの人に席を譲ってくれと頼みますと私の席も空けて

されたそうです。

くれました。おじさんは若いから大丈夫だよと言うと首

●ニコニコボックス
京都東山RCより─ ─────────────────
新年度、表敬訪問にあたり。
大原会員──────────────────────
本日は、京都東山ロータリーの表敬訪問有難うござい
ます。渡辺会長はじめ6名の方々においでいただきまし
た。
・本日の卓話、
「川上和孝さん」宜しくお願いします。
・安田真人さん、金沢南ロータリーに入会おめでとうご
ざいます。今後の活躍に期待します。
園田会員──────────────────────
京都東山ロータリークラブの皆様、お越しいただき有
難うございます。

をかしげられました。あと10日で70才になります。
浜上会員──────────────────────
京都東山ロータリークラブの役員の皆様、表敬訪問あ
りがとうございます。
塩梅会員──────────────────────
京都東山ロータリークラブの皆様ようこそ！来年以後
も変わらないお付き合いお願いします。
岡元会員──────────────────────
清掃奉仕活動及び早朝例会お疲れ様でした。
岩本会員──────────────────────
8月27日、内灘町名誉町民祝賀会を祝って貰いありが
とうございます。

石野会員──────────────────────
京都東山ロータリークラブの役員の皆様、表敬訪問あ

思っていたら、今月の月例で優勝しちゃいました。ゴルフ
の神様がおりてきてるみたいです。

りがとうございます。

本年度累計額

髙木会員──────────────────────
長男が無事にダラスに到着しました。少しホッとして
おります。
谷﨑会員──────────────────────

●卓

話

「地域に根差したスギヨの農業への取組み」
㈱スギヨ

川上和孝様、本日の卓話宜しくお願いします。

管理本部

㈱スギヨファーム

木下会員──────────────────────

農業事業課長

取締役

統括補佐
川上 和孝 氏

先月の月例でハンディキャップが上がって弱ったなと

入会ご挨拶

８月定例理事会議事録

株式会社大林組金沢営業所
副部長 安田真人
このたび、金沢南ロータリークラブ
に入会させていただくことになりました
株式会社大林組

340,500円

金沢営業所の安田

と申します。
元々、石川県の出身なのですが、昭和63年の入社以降、
東京、大阪、新潟と勤務を重ねた後、平成15年にこちら
に転勤してまいりました。
転勤してきた当初は金沢市での生活は高校卒業以来
ということで、石川県庁の移転や香林坊界隈の再開発な
ど街の変わりように大いに驚いたものでしたが、ここ数年
の北陸新幹線の開業による変貌ぶりはそれ以上に目を見

平成28年8月2日（火）例会終了後
●日 時
ホテル日航金沢 ３階 孔雀の間
●場 所
●審議事項
１．派遣交換学生推薦の件
承認
池田詩菜さん 北陸学院高等学校1年在学中
２. 少年サッカー大会の件
承認
第19回金沢南ロータリーカップ少年サッカー大会主催
8月20日（土）、21日（日）
石川県まめだ簡易サッカー場
３. 企業見学の件
9月20日（火）～22日（木）
韓国の県内企業または、その他の企業を見学
漢城ロータリークラブ例会出席
●報告事項
１．地区職業奉仕委員長会議報告

張るものがあります。
これからもさらに活気づくであろう地元において、本ク
ラブに参加させていただき、地元企業トップの皆様と親
睦を深めさせていただくことは大いなる喜びであります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

9 月例会変更のご案内
●金沢RC

9月 7日（水）

18：00〜

「夜間例会」

金沢ニューグランドホテル

●金沢西RC

9月16日（金）

18：00〜

「観月例会」

辻家庭園

9月23日（金）

休

会

●みなとRC

9月13日（火）

休

会

●百万石RC

9月 8日（木）

会場変更例会

会場未定

納涼例会
親睦活動・出席委員長

竹内昭夫

平成28年8月9日（火）金沢南ロータリークラブの納

た。最後に浜上会長エレクトから中締めのご挨拶を頂

涼夜間例会が川端の湯宿滝亭におきまして開催されま

き、閉会しました。会員相互の親睦と友情を深め、楽し

した。会員33名と夫人の6名を合わせて総勢39名の

い雰囲気を分かち合った納涼例会となりました。

ご参加を頂きました。当日は納涼例会に続き、納涼会
が開催され、親睦活動・出席委員長の竹内委員長が開
会挨拶をされ、北直前会長の乾杯で懇親会が始まりま
した。懇親会の中のアトラクションでは、タヒチアンダ
ンサー女性6名が舞台で、軽快なリズムのもと素晴らし
いタヒチアンダンスを披露しました。ダンスの最後には、
大原会長をはじめ男性会員数名が前に出て、ダンスを
教えて頂いて、一緒にタヒチアンダンスを踊り、大いに
盛り上がりました。また、滝亭の谷崎会員からも、今回
のアトラクションに合わせて、お食事のご膳にタチヒ料
理を一品に用意して頂き、本当にありがとうございまし

「子ども達と共に金沢駅周辺清掃活動」を終えて
社会奉仕委員長

祖泉

信宏

前日まで台風の影響での天候不良が心配されたな

早朝、参加メンバーの方々にはまだ暗いうちに家を

か、当日は事業には絶好の天候に恵まれました。浅野

出られた方もいらっしゃったと思います。子ども達の送

川小学校の児童さん58名（当日1名飛び入り参加とい

迎バスの出発場所へのお迎え、ラジオ体操リーダーの

う事になり日航ホテルさんに急遽お弁当の追加をお願

お兄さん役、清掃活動の正副リーダーの方々、皆様の活

いしました）と校長・教頭・担任の先生方6名の計74名

動により子ども達に地域社会への社会奉仕という考え

をバスにてお迎えし、ラジオ体操をメンバーと共に行

への啓発しロータリー活動の一端を経験してもらう事

い事業内容の説明の後4班、各班約20名に分かれて金

ができた事業でした。

沢駅周辺の清掃に出発しました。30分前後の清掃活
動を行い。大原会長からの謝辞と校長先生の挨拶のあ
と児童は無事学校へとバスにて帰って行きました。計
画当初は金沢駅周辺の道路にゴミが少なく清掃の成果
に対する達成感がいまひとつかと懸念していましたが、
子ども達の目線から探すと意外とたくさんのゴミが目
に付いたようで想像を遥かに超えるゴミを清掃し持ち
帰ってくれました。
「健全な肉体に健全な精神が宿る」
ラジオ体操と清掃活動により子ども達と共に我々金沢
南ロータリーメンバーも充実した朝を迎えることが出来
たと思います。

