
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。

金沢南ロータリークラブ
クラブ会報委員長　　大竹 正信
クラブ会報副委員長　高本 昭二

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/

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
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（48-10）
2017.4.4

4月  4日 立食例会
4月18日  「猟友会とは？」
	 　金沢南ＲＣ　山森潤一会員
4月25日 金沢市経済局　営業戦略部
	 　観光政策課　課長　土村誠二氏

卓話予定
11日（火）  観桜例会　18：30　Fusion21
18日（火）  ４月定例理事会　11：30
  新旧クラブ協議会　例会終了後
22日（土）  京都東山RCとの親睦交流会
	 	 	 	 	 18：30		つば甚
23日（日）  　　〃　　　　	親睦ゴルフコンペ
	 	 	 	 	 片山津GC

４月行事予定

４月のお祝い

◆誕生日◆
	 14 日	 山森潤一会員
　	 26 日	 大山光則会員
　	 27 日	 奥田孝行会員
	 29 日	 酒田長昭会員
　	 30 日	 高本昭二会員

◆結婚記念日◆
　	 2 日	 津田幸夫会員
	 4 日	 水野義男会員
	 5 日	 村西暢之会員
	 11 日	 祖泉信宏会員
	 12 日	 宗守重泰会員
	 13 日	 鍋島盛雄会員
	 18 日	 片岡洋一会員
	 20 日	 朝倉宏三会員
	 29 日	 大竹正信会員

◆皆出席表彰◆
	 25 年	 高本昭二会員
	 10 年	 岡元洋人会員
	 8 年	 石野　茂会員
	 6 年	 髙木慎一朗会員

4月のロータリーレート　１ドル＝ 116円

3月14日　ゲスト
金沢南RC　岩本秀雄会員

3月21日　ゲスト
㈱巽工匠　代表取締役　吉井　清氏



●ソング 君が代・奉仕の理想

●出　席 45名　欠席/10名（他出席免除3名）

	 前回修正出席率　87.27％

●幹事報告

・京都東山RCより、創立記念日にあたり祝電を戴きました。

●ニコニコボック ス

大原会員	─────────────────────

　昨日、3月6日は、当クラブの創立記念日です。48年を

迎え、今後益々の発展を祈念いたします。

鍔会員	──────────────────────

　ライン、乗っ取られました。不快なメールが届いた方、

申し訳ございません。今後注意します。

加藤会員	─────────────────────

　誕生月自祝。

東会員	──────────────────────

　誕生月自祝。

北会員	──────────────────────

　3月3日の旅行業者の全国大会が1200名参加のもと、

無事に終了しました。二階会長も出席してくれて良かった

です。

野畠会員	─────────────────────

　結婚記念日自祝。

酒田会員	─────────────────────

　結婚記念日自祝。

宮澤会員─────────────────────

　結婚記念日自祝。

大山会員	─────────────────────

　年間賞、入会月自祝。

竹内会員	─────────────────────

　誕生日自祝。

髙嶋会員	─────────────────────

　誕生日自祝、お祝いありがとうございます。

齊藤会員─────────────────────

　誕生日自祝。

本年度累計額　938,000円

第2316回　平成 29年 3月7日（火）　雪	 12:30 〜 13:30

●ソング 我等の生業

●出　席 46名　欠席/10名（他出席免除2名）

	 前回修正出席率　89.09％

●幹事報告

・本日例会終了後、３月定例理事会を開催いたします。

●ニコニコボック ス

大原会員	─────────────────────

　本日の卓話岩本秀雄さん、宜しくお願い致します。

岩井会員	─────────────────────

　入会月自祝。

浜上会員	─────────────────────

　「砂丘に生きた田舎の大将」本日の卓話宜しくお願い

致します。

岩本会員	─────────────────────

　入会して10年を記念して、本日卓話させていただきま

す。

谷﨑会員	 ────────────────────

　岩本秀雄様、本日の卓話宜しくお願い申し上げます。

本年度累計額　974,000円

●卓　話

「砂丘に生きた田舎の大将」

金沢南ＲＣ　岩本		秀雄	会員

第2317回　平成 29年 3月14日（火）　曇り	 12:30 〜 13:30

３月定例理事会議事録

●日　時 平成29年3月14日（火）例会終了後

●場　所 ホテル日航金沢　5階　松の間

●審議事項
１．クラブ細則改正案の件	 承認
２．新会員候補者の件
	 職業分類　精密機械販売	 承認
３．夜間例会の件
　日時　4月11日（火）　点鐘18：30
　場所　フュージョン２１
　会費　会員　5,000円　　夫人　3,000円
４．京都東山RCとの交流会の件	 承認
	 懇親会　　　　4月22日（土）つば甚
　　　　　　　　　会費　12,000円
	 ゴルフコンペ　4月23日（日）
５．RIJYEC（国際ロータリー日本青少年交換委員会）の件
	 多地区合同奉仕活動に賛同する。	 承認
６．創立50周年事業のための図書カード作成の件	承認



●金沢RC	 		4月		5日（水）	 18：00〜　「観桜会」	 辻家庭園
	 		4月26日（水）	 休　会

●金沢東RC	 		4月10日（月）	 18：30〜　「春の特別例会」	 ANAホリデイ・イン金沢スカイ

●金沢西RC	 		4月14日（金）	 18：00〜　「観桜例会」	 和田屋

●金沢南RC	 		4月11日（火）	 18：30〜　「観桜会」	 フュージョン２１

●金沢北RC	 		4月		6日（木）	 休　会（京都友好訪問）
	 		4月27日（木）	 休　会

●香林坊RC	 		4月		3日（月）	 ＩＭに振替休会
	 		4月10日（月）	 18：30〜　「観桜会」	 金城楼

●みなとRC	 		4月11日（火）	 18：00〜　「観桜夜間例会」	 ゆわく温泉かなや

●百万石RC	 		4月20日（木）	 休　会

４月例会変更のご案内

●ソング それでこそロータリー

●出　席 38名　欠席/17名（他出席免除3名）

	 前回修正出席率　89.09％

●ビジター 金沢北RC	 吉井清会員（ゲスト）

●幹事報告

・来週3月28日は定款第6条第1節（Ｃ）項により休会とな

ります。

・3月26日（日）、石川第一分区ＩＭが開催されます。

　　ホテル日航金沢　点鐘　13：30

●ニコニコボック ス

吉井清様	─────────────────────

　卓話謝礼をニコニコボックスへ。

大原会員	─────────────────────

　石川第一分区Ｂガバナー補佐吉井清さん、本日卓話

宜しくお願い致します。東京で仕事のため、本日は欠席

しましたが、大変に残念でなりません。26日のＩＭ、宜

しくお願いします。

園田会員	─────────────────────

　吉井ガバナー補佐、本日は卓話宜しくお願い致します。

浜上会員	─────────────────────

　石川第一分区Ｂガバナー補佐、吉井清様、本日卓話宜

しくお願い致します。

　・先週の15日、二人目の孫が産まれました。元気な男の

子でした。

水野会員	─────────────────────

　吉井様、本日の卓話宜しくお願いします。

石野会員	─────────────────────

　㈱巽工匠代表取締役　吉井清様、本日の卓話宜しく

お願いします。

村西会員	─────────────────────

　誕生日自祝。

谷﨑会員	─────────────────────

　吉井清様、本日の卓話宜しくお願い申し上げます。

　・誕生月自祝。

石瀬会員	─────────────────────

　確定申告シーズン無事終了しました。先月の社長就

任祝賀会には、沢山の方にご出席頂きましてありがとう

ございます。

　・誕生月自祝。

本年度累計額　998,000円

●卓　話

「維摩居士の四畳半」

株式会社巽工匠　　　　　　

代表取締役　吉井　清	氏

第2318回　平成 29年 3月21日（火）　曇り	 12:30 〜 13:30


