
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

No.1006
（48-12）
2017.6.6

6月  6日 立食例会
6月13日　「石川の日本酒について」
	 	中村酒造株式会社　
	 代表取締役社長　中村太郎氏
6月20日 最終夜間例会

卓話予定

13日（火）  ６月定例理事会　例会終了後
20日（火）  最終夜間例会
	 	 　点鐘　18：30　　ホテル日航金沢

27日（火）  休　会

６月行事予定

6 月のロータリーレート　１ドル＝ 110円

5月23日　ゲスト
金沢市長　山野之義氏

5月16日　ゲスト
橋本　篤氏

5月30日　ゲスト
山本明夫氏

６月のお祝い

◆誕生日◆

	 2 日	 中田　成正会員

	 6 日	 大原　浩幸会員

	 24 日	 髙木慎一朗会員

◆結婚記念日◆

	 7 日	 押野谷　正会員

	 11 日	 木村　正栄会員

	 15 日	 大原　浩幸会員

◆皆出席表彰◆

	 32 年	 鍔　　一郎会員

	 16 年	 北　　敏一会員

	 15 年	 浜上　　満会員

	 11 年	 坂東　久雄会員

	 11 年	 酒田　長昭会員

	 2 年	 須田　武久会員



●ソング 君が代・奉仕の理想
●出　席 41名　欠席/13名（他出席免除3名）
	 前回修正出席率　90.57％

●幹事報告
・本日例会終了後、５月定例理事会を開催いたします。
	 ５階　松の間

●ニコニコボック ス
鍔会員	──────────────────────
　母の逝去に際し、金沢南ロータリーの皆様のご厚情
に感謝申し上げます。
三好会員	─────────────────────
　年間賞、結婚記念日自祝。
岩井会員	─────────────────────
　誕生日自祝。

山田会員	─────────────────────
　誕生日自祝。おいしい西瓜ありがとうございました。
東会員	──────────────────────
　結婚記念月です。
野畠会員	─────────────────────
　誕生日自祝。
津田会員	─────────────────────
　24年皆出席おめでとう。
北会員	──────────────────────
　入会月自祝。

本年度累計額　1,130,000円

第2323回　平成 29年 5月9日（火）　晴	 12:30 〜 13:30

●ソング 我等の生業
●出　席 40名　欠席/13名（他出席免除4名）
	 前回修正出席率　90.38％

●ビジター 東京日本橋RC	 舟久保正榮会員
●ニコニコボック ス
大原会員	─────────────────────
　本日の卓話、㈱TTNコーポレーション金沢店	店長	
橋本篤様、宜しくお願い致します。
平野会員	─────────────────────
　結婚月。
松本会員	─────────────────────
　31年年間賞自祝。
浜上会員	─────────────────────
　次年度各委員会の委員長による基本方針及び事業計
画すべて提出ありがとうございます。

鍋島会員	─────────────────────
　誕生日お祝いありがとうございます。
谷﨑会員	─────────────────────
　橋本篤様、本日の卓話宜しくお願いします。
　・入会月自祝。

本年度累計額　1,149,000円

●卓　話
「日本の文化　畳」

株式会社TTNコーポレーション
　　　　　　金沢店長　橋本　篤	氏

第2324回　平成 29年 5月16日（火）　晴	 12:30 〜 13:30

●ソング それでこそロータリー
●出　席 34名　欠席/20名（他出席免除3名）
	 前回修正出席率　92.45％

●ビジター 金沢RC　冨木隆夫会員
●幹事報告
・本日例会終了後、次年度理事会を開催します。

●ニコニコボック ス
大原会員	─────────────────────
　金沢市長山野之義様、本日の卓話、宜しくお願い致し
ます。
水野会員─────────────────────
　花粉症が始まりました。お客様の前ではくしゃみをこ
らえながらニコニコしています。
浜上会員	─────────────────────
　「金沢市政にかける想い」金沢市長山野之義様、本日
卓話楽しみにしています。

鍋島会員	─────────────────────
　山野市長、本日はお忙しいところありがとうございま
す。
谷﨑会員	─────────────────────
　金沢市長、山野之義様、本日の卓話宜しくお願いしま
す。
片岡会員	─────────────────────
　長男が5/27結婚式をあげます。多くの方々からお祝い
頂きありがとうございます。

本年度累計額　1,163,000円

●卓　話
「金沢市政にかける想い」

金沢市長　山野之義	氏

第2325回　平成 29年 5月23日（火）　晴	 12:30 〜 13:30



●ソング 手に手つないで
●出　席 41名　欠席/12名（他出席免除4名）
	 前回修正出席率　83.01％

●ビジター 金沢RC　小澤浩太郎会員
●幹事報告
・本日例会終了後、次年度クラブ協議会を開催します。

●ニコニコボック ス
大原会員	─────────────────────
　株式会社ライフライン山本明夫様、本日の卓話宜しく
お願い致します。

浜上会員	─────────────────────
　本年度のニコニコの予算達成が厳しそうなので、ニコ
ニコ委員長になりかわり皆様のご協力を宜しくお願いし
ます。

本年度累計額　1,163,500円
●卓　話
「人材採用における面接と性格検査の役割」

株式会社ライフライン　　　　　　　　　　
取締役キャリアコンサルタント　山本明夫	氏

第2326回　平成 29年 5月30日（火）　晴	 12:30 〜 13:30

５月定例理事会議事録

●日　時 平成29年5月9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．新会員候補者の件
職業分類　建築基礎工事　1名について　承認

２．その他
女性会員の入会賛否についてアンケートを行う	 承認

次年度理事会議事録

●日　時 平成29年5月23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．次年度事業計画案について	 承認
２．次年度予算案の件	 承認
３．炉辺会合について
会員組織	 7月11日（火）
クラブ広報	 7月25日（火）
クラブ運営	 9月26日（火）
奉仕プロジェクト	 11月7日（火）

４．理事補填の件
奥田会員、理事辞退により、星山会員を理事とする。

●金沢東RC	 		6月19日（月）	 休　会

●金沢西RC	 		6月30日（金）	 18：00〜　「最終夜間例会」	 金沢東急ホテル

●金沢南RC	 		6月20日（火）	 18：30〜　「最終夜間例会」	 ホテル日航金沢
	 		6月27日（火）	 休　会

●金沢北RC	 		6月22日（木）	 18：30〜　「最終夜間例会」	 松魚亭
	 		6月29日（木）	 休　会

●香林坊RC	 		6月19日（月）	 18：30〜　「やれやれ会」	 金沢東急ホテル
	 		6月26日（月）	 休　会	

●みなとRC	 		6月13日（火）	 休　会
	 		6月27日（火）	 休　会

●百万石RC	 		6月15日（木）	 休　会（富山西ＲＣ訪問）
	 		6月22日（木）	 19：00〜　「会長幹事慰労会」	 場所未定
	 		6月29日（木）	 休　会

６月例会変更のご案内


