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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

10 月のお祝い

9月13日 ゲスト
㈱柳田 代表取締役社長

9月20日

柳田和宏氏

ゲスト 石川県商工労働部港湾活用推進室
課長補佐 坂尻昇太氏

9月27日 ゲスト
㈱のと楽 経営企画社長室長

瀬戸三代氏

10 日
14 日
15 日
20 日
28 日

◆誕生日◆
岡元洋人会員
押野谷正会員
須田武久会員
朝倉宏三会員
安田真人会員

◆結婚記念日◆
4 日 三野 裕会員
7 日 中田成正会員
10 日 大山光則会員
12 日 谷﨑康織会員
12 日 安田真人会員
23 日 木村賢一郎会員
26 日 岡元洋人会員
28 日 石野 茂会員
30 日 山田秀一会員
31 日 松本 要会員
◆皆出席表彰◆
39 年 朝倉宏三会員
39 年 中田成正会員
25 年 大竹正信会員
24 年 野畠耕之介会員
9 年 大原浩幸会員
6 年 祖泉信宏会員
6 年 園田貴之会員
3 年 小坂卓也会員
１年 柳原行生会員

卓話予定
10月 4日 立食例会
10月11日 観月例会
10月18日「環境保護にかかるデザインの大切さ」
米山奨学生 黄懿園さん
9月27日

表敬訪問ご挨拶
堺南RC 富永泰示会長

10 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 2293 回 平成 28 年 9 月 6 日（火） 曇り
●ソング
●出 席
●ビジター

君が代・奉仕の理想
38名 欠席/15名（他出席免除3名）
前回修正出席率 90.38％
金沢RC
小澤浩太郎会員
金沢百万石RC 谷伊津子会員

●幹事報告
・「第19回ロータリーカップ4年生大会」のお礼状をいた
だきました。
●ニコニコボックス
平野会員──────────────────────
誕生月です。
水野会員─────────────────────
皆出席、誕生日、入会月自祝。
浜上会員──────────────────────
入会月自祝。

第 2294 回 平成 28 年 9 月 13 日（火） 曇り
●ソング
●出 席
●ビジター

我等の生業
39名 欠席/15名（他出席免除2名）
前回修正出席率 84.9％
富山RC
西田隆文会員
金沢みなとRC 田町雄豊会員

●幹事報告
・本日例会終了後、会員組織委員会が開催されます。
５階 松の間
●ニコニコボックス
大原会員──────────────────────
柳田和宏様、本日の卓話宜しくお願いします。
園田会員──────────────────────
柳田和宏様、本日の卓話宜しくお願い致します。入会
をお待ちしております。
鍔会員───────────────────────
リオから今朝帰って来ました。30時間かかりました。
日本は良い国だと実感します。
石野会員──────────────────────
株式会社柳田代表取締役社長柳田和宏様、本日の卓

10 月

行事予定

4日（火） 10月定例理事会  例会終了後 ホテル日航金沢
11日（火） 観月例会 18:30 つば甚
22日（土） 指導者育成セミナー 13:00 砺波市文化会館
地区大会 本会議Ⅰ 14:50 砺波市文化会館
RI会長代理ご夫妻歓迎夕食会
18:00 砺波ロイヤルホテル
23日（日） 地区大会 本会議Ⅱ 12:30 砺波市文化会館
地区大会 大懇親会 18:00 砺波ロイヤルホテル
24日（月）〜 25日（火）
京都東山ＲＣへ表敬訪問
25日（火） 地区大会に振替休会

12:30 〜 13:30
塩梅会員─ ────────────────────
結婚記念日自祝。
岩本会員──────────────────────
出版は内灘闘争について、
「続・学歴じゃないよ人生
は」お買い上げいただいた分は、熊本地震の義援金とし
て送ります。
星山会員──────────────────────
誕生日自祝。
宮澤会員─────────────────────
誕生日自祝。
髙嶋会員──────────────────────
結婚記念日自祝、お祝いしたいと思います。
蓮本会員──────────────────────
誕生日、お祝いありがとうございます。
本年度累計額

372,500円

12:30 〜 13:30
話ありがとうございます。
谷﨑会員──────────────────────
柳田和宏様、本日の卓話宜しくお願い申し上げます。
・９月８日に娘が生まれました。
竹内会員──────────────────────
年間賞、入会月自祝。
木村（賢）会員─ ──────────────────
柳田様、本日の卓話楽しみにしておりました。宜しく
お願い致します。ロータリーでもご一緒できるのを心待
ちにしております。
本年度累計額

384,500円

●卓 話
「食を通して人生に乾杯」
株式会社柳田
代表取締役社長

柳田和宏 氏

９月定例理事会議事録
平成28年9月13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．韓国企業見学の件
承認
事業費用について
２. 観月例会の件
承認
10月11日（火） 点鐘18：30 つば甚
会費 会員10,000円 夫人 9,000円
３. 財団100周年記念ニコボックスの件
承認
ニコニコボックスより  ＠1,000×56名分  送金

第 2295 回 平成 28 年 9 月 20 日（火） 晴れ
●ソング
●出 席

それでこそロータリー
40名 欠席/13名（他出席免除3名）
前回修正出席率 90.38％
●ニコニコボックス
松本会員──────────────────────
8日から16日まで、シカゴに行って来ました。2年毎に開
催される工作機械関連の世界最大の展示会に出展しており、
まずまずの成果でした。
岩井会員──────────────────────
塩梅様、御礼申し上げます。有難うございました。
山田会員──────────────────────
9月8日、初孫誕生。名実ともに爺じいになりました。
ありがとうございます。
塩梅会員──────────────────────
坂尻昇太様、本日の卓話宜しくお願いします。

第 2296 回 平成 28 年 9 月 27 日（火） 曇り
●ソング
●出 席
●ビジター

手に手つないで
43名 欠席/10名（他出席免除3名）
前回修正出席率 96.22％
堺南RC
富永泰示会員 山本勝之会員
中瀬寿隆会員 中田眞豪会員

●幹事報告
・本日例会終了後、堺南RCとの懇談会を開催します。
●ニコニコボックス
堺南RCより─ ───────────────────
新年度、表敬訪問にあたり。
大原会員──────────────────────
本日は、堺南ロータリークラブより、富永会長はじめ
役員の方々に表敬訪問ありがとうございます。例会を楽
しんでください。
・本日の卓話、㈱のと楽瀬戸三代様、宜しくお願いしま
す。
・職業奉仕委員会の山内委員長をはじめ7名の皆さん、
先週の韓国での職場見学、ソウル・ヨイドロータリーク
ラブへの例会出席、ご苦労様でした。
園田会員──────────────────────
堺南ロータリークラブの皆様、本日は宜しくお願い致
します。
・山内委員長をはじめ7名の皆様、韓国の職場見学とロ
イドロータリーの早朝例会の出席お疲れ様でした。

12:30 〜 13:30
石野会員──────────────────────
石川県商工労働部産業立地課港湾活用推進室課長補
佐坂尻昇太様、本日の卓話宜しくお願いします。
髙木会員──────────────────────
本日の卓話、高校大学の先輩でびっくりしました。宜しく
お願い申し上げます。
谷﨑会員──────────────────────
坂尻昇太様、本日の卓話宜しくお願いします。
本年度累計額

410,500円

●卓 話
「金沢港におけるクルーズ船誘致の取組みについて」
石川県商工労働部 港湾活用推進室
課長補佐（クルーズグループリーダー）
坂尻昇太 氏

12:30 〜 13:30
三好会員─────────────────────
堺南RCの皆様、ようこそ。
山田会員──────────────────────
堺南RC富永会長はじめ皆様ようこそ。
・瀬戸三代様、本日の卓話ありがとうございます。
浜上会員──────────────────────
堺南ロータリークラブ皆様、表敬訪問ありがとうござ
います。
・先週3日間、韓国ソウル、ヨイドロータリークラブ創立
20周年記念例会出席しました。
谷﨑会員──────────────────────
瀬戸三代様、本日の卓話宜しくお願いします。
山本会員──────────────────────
最近例会に出席ならず申し訳ありません。しかし、北
上市、長野市、久留米市や村上市などのロータリークラ
ブへ出席させていただいております。ありがとうござい
ます。
本年度累計額

466,500円

●卓 話
「地域貢献型企業を標榜し、能登活性化企画に取組む」
㈱のと楽 経営企画社長室長
瀬戸三代 氏

