
会長  大原 浩幸
幹事  園田 貴之

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。
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クラブ会報副委員長　高本 昭二
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人類に奉仕するロータリー
Rotary Serving Humanity

R Iテーマ

語り合おう  ロータリー地区テーマ

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～

クラブ目標
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

2016.5
こまい

No.1001
（48-07）
2017.1.17

1 月のロータリーレート　１ドル＝ 116円

1月17日	 立食例会
1月24日		「法人税と社会保険料の行方」
	 金沢南RC　木下隆男会員
1月31日	 NPO法人石川県防災士会
	 事務局長　福谷正信氏

卓話予定

17日（火）	 	 50周年事務連絡会議　11：00
	 	１月定例理事会　例会終了後

１月行事予定

12月13日　ゲスト
金沢南RC　中山英紀会員

12月20日
年忘れ家族会

１月のお祝い

◆誕生日◆
	 18 日	 三野　裕会員
	 19 日	 坂東久雄会員
	 22 日	 松本　要会員
	 22 日	 津田幸夫会員
	 23 日	 鍔　一郎会員
	 23 日	 山本忠彦会員
	 31 日	 三好研一会員

◆結婚記念日◆
	 15 日	 高本昭二会員
	 16 日	 柳原行生会員

◆皆出席表彰◆
	 33 年	 平野忠泰会員
	 26 年	 加藤英資会員
	 14 年	 木下隆雄会員
	 10 年	 木村正栄会員
	 9 年	 岩本秀雄会員
	 8 年	 村西暢之会員	
	 2 年	 石瀬貴昭会員



●ソング	 君が代・奉仕の理想

●出　席	 43名　欠席/11名（他出席免除2名）

	 前回修正出席率　86.79％

●ビジター	 富山RC	 西田隆文会員

	 金沢東RC	 野村圭作会員

●幹事報告

・本日例会終了後、新年合同例会の打ち合わせを行います。

●ニコニコボック	ス

大原会員	─────────────────────

　本日の年次総会、ご承認いただきまして有難うござい

ます。いよいよ浜上年度、頑張って下さい。

平野会員	─────────────────────

　入会月です。

木村会員	─────────────────────

　誕生日自祝。

星山会員	─────────────────────

　結婚記念日自祝。結婚してちょうど10年になります。

小坂会員─────────────────────

　誕生日自祝。

奥田会員	─────────────────────

　結婚記念日自祝。27年目を迎えます。

本年度累計額　683,000円

第2305回　平成 28年12月6日（火）　曇り	 12:30 〜 13:30

●ソング	 我等の生業

●出　席	 43名　欠席/12名（他出席免除2名）

	 前回修正出席率　90.56％

●幹事報告

・本日例会終了後、12月定例理事会を開催します。

・来週12月20日は夜間例会です。

	「年忘れ家族会」　点鐘18：30　ホテル日航金沢

・12月27日は休会です。

・１月10日の例会は11日の「金沢8RC新年合同例会」に

振替えになります。

●ニコニコボック	ス

大原会員	─────────────────────

　新会員齊藤利明君、入会おめでとうございます。今後

の活躍を期待いたします。

　・本日の卓話、中山英紀君、よろしくお願いします。

園田会員	─────────────────────

　齊藤さん、南ロータリークラブ入会おめでとうござい

ます。

岩井会員	─────────────────────

　何もない平凡な年の瀬に感謝して。

柳原会員	─────────────────────

　誕生日自祝。

中山会員	─────────────────────

　誕生日自祝。

蓮本会員	─────────────────────

　自祝。先日息子が入籍しました。先方の両親とも会い、

楽しいひと時を過ごしました。

本年度累計額　704,000円

●卓　話

「コンクリートパイルについて」

金沢南RC　　　　		

中山		英紀	会員

第2306回　平成 28年12月13日（火）　雨	 12:30 〜 13:30

●ソング	 それでこそロータリー

●出　席	 39名　欠席/15名（他出席免除3名）

	 前回修正出席率　94.33％

●幹事報告

・1月11日の「金沢8RC新年合同例会」当日、理事・役

員・親睦活動・出席委員会、会場監督の方は、16：30に

集合してください。

・10月に開催された地区大会のDVDが届きました。ご希

望の方には貸出いたします。

●ニコニコボック	ス

大原会員	─────────────────────

　2016〜2017年度、6ヶ月を経過しました。残り半分、

ダッシュで頑張ります。

　・親睦活動出席委員会の竹内委員長をはじめ委員会メ

ンバーの皆さん、本日は宜しくお願いします。

中田会員	─────────────────────

　親睦さんお世話になります。ありがとうございます。

岩井会員	─────────────────────

　親睦委員会の皆様、ご苦労様です。

加藤会員	─────────────────────

　親睦委員会の皆様、お世話有難うございます。

山田会員	─────────────────────

　親睦委員会、お世話ありがとうございます。楽しませてい

ただきます。

浜上会員	─────────────────────

　親睦活動・出席委員会の皆様、本日はご苦労様です。宜

第2307回　平成 28年12月20日（火）　雨	 12:30 〜 13:30



しくお願いします。

鍋島会員	─────────────────────

　親睦委員の皆様、ご苦労様です。

木下会員	─────────────────────

　2年前、フィンランドのロバエミでサンタクロース村へ行

きましたが、本日のサンタクロースはメードイン何処でしょ

うか？

酒田会員	─────────────────────

　親睦活動竹内委員長さん他委員の皆様年忘れ家族会を

楽しみにしております。

塩梅会員	─────────────────────

　親睦委員会の皆様、本日は楽しみにしております。

山森会員	─────────────────────

　多勢でお世話になります。親睦委員会の皆様ご苦労様で

す。

岡元会員	─────────────────────

　親睦・出席委員会の皆様、本日は宜しくお願い致します。

宗守会員─────────────────────

　親睦活動出席委員会の皆様、今日は準備ありがとうござ

います。家族一同楽しみにしています。

石野会員	─────────────────────

　親睦活動・出席委員会の皆様、本日の年忘れ家族会お

世話になります。

竹内会員	─────────────────────

　皆様、本日は年忘れ家族会に参加していただき有難うご

ざいます。お楽しみください。

本年度累計額　735,000円

●卓　話

「年忘れ家族会」

　平成28年12月20日（火）金沢南ロータリークラブ

の家族夜間例会（年忘れ家族会）がホテル日航金沢

におきまして開催されました。会員40名と家族17名と

子供10名を合わせて、総勢67名のご参加を頂きまし

た。当日は例会に引き続き、年忘れ家族会が開催され

ました。

　年忘れ家族会の最初のオープニングアトラクショ

ンでは、バイオリニストの田中瑠美さんに「アナと雪

の女王」と「ディズニーソングメドレー」とクリスマスソ

ングを演奏して頂きました。子供さんも知っている曲

でしたので、皆さんもバイオリンの生演奏で楽しんで

いらっしゃいました。その後、親睦活動・出席委員長

の竹内委員長が少し困惑しながら?	開会挨拶をされ、

浜上会長エレクトの乾杯で、楽しい家族懇親会が始

まりました。

　毎年恒例のビンゴゲームでは、会員の沢山の方から

景品の協賛を頂きました。ビンゴ景品の目玉商品（約

2万円相当の品など）が沢山できて、ご参加の皆様に

も大変真剣にゲームに取り組み、喜んでいただきまし

た。協賛を頂きましたメンバーの皆様には、本当にあ

りがとうございました。ビンゴゲームの結果は、事務

局の安嶋さんが1番当たりを引いて、豪華クリスマス

ケーキの引換券をゲットしました。その後も続々と豪

華景品を参加者全員が選んで、もらっていきました。

　最後に塩梅副会長から中締めのご挨拶を頂き、閉

会しました。会員相互の親睦と友情を深め、楽しい雰

囲気を分かち合った年忘れ家族会となりました。　

年忘れ家族会



●金沢RC	 2月		1日（水）	 18:00〜　金沢グランドホテル	
	 	 「節分の会」

●金沢東RC	 2月		6日（月）	 18:00〜　松魚亭
	 	 「新春懇親例会」

●金沢西RC	 2月		3日（金）	 時間未定　金沢茶屋
	 	 「節分例会」

●金沢北RC	 2月23日（木）	 18:30〜　松魚亭

	 	 「夜間例会」

●香林坊RC	 2月27日（月）	 休会

2 月の例会変更

常沢ビルサービス株式会社
　　取締役社長　齊藤利明

　
　この度、大原会長、中島さんのご紹

介にて伝統あるこの金沢南ロータリー

クラブに入会させて頂きました齊藤利

明と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

　諸先輩方の長年のご活躍に敬意を表しますと共に、私

としても社会奉仕等に貢献し、立派なロータリアンを目

指して頑張ってまいります。

　私は昭和29年3月31日、金沢生まれ金沢育ちの62歳

で、現在ビルメンテナンスの会社を営んでおります。21歳

の頃に東京中央区日本橋の丸善ビルに総合管理係として

仕事に従事し、基礎から徹底的に学んだことがきっかけ

で、この業界の奥深さや苦労、またやりがいというものを

感じました。そしてその年の秋に金沢に戻り結婚をし、同

年12月に先代の社長と私を含め、わずか3名にて現在の

会社を創業いたしました。現在に至るまでいろいろありま

したが、あっという間に歳月が経ち、おかげさまで会社と

しても間もなく40周年、石川県ビルメンテナンス協会、石

川県ビルメンテナンス協同組合、石川県警備業協会など

に加盟し、社員数（パート含む）も150名になりました。ま

た昨年の12月に代表取締役に就任し、経営の難しさを

痛感している所でございます。

　今後は皆様方にご指導ご鞭撻をお願いし、社会貢献及

び福祉を目指し日々頑張ってまいる所存でございますの

で、今後ともよろしくお願いいたします。

入 会 ご 挨 拶 12月定例理事会議事録

●日　時	 平成28年12月13日（火）例会終了後

●場　所	 ホテル日航金沢　5階　梅の間

●審議事項
１．新会員候補者の件	 承認

職業分類	 保険コンサルタント	 1名
	 事業保険（新設）	 1名
	 レストラン（新設）	 1名

２．ランドセル収集（50周年事業）の件　　　	承認
創立50周年事業として予定している国際奉仕活
動「ミャンマーへ使用済みランドセルを贈る」に
ついて、2017年1月に金沢市PTA協議会へ働き
かけを行う。

●報告事項
１．ＩＭの件
	 2017年3月26日開催予定
	 第一分区各クラブより3名の実行委員の推薦依頼
２．金沢8RC新年合同例会の件
	 1月11日当日は、理事・役員、親睦活動・出席委員	
会は16：30集合


