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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
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※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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ロータリー：変化をもたらすR Iテーマ

クラブのカラーを出そう地区目標

みんなでロータリーの歴史を学ぼうクラブ目標
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　金沢南RCに入会のご縁を戴いて

9年目となります。今年度、浜上会長

のもと幹事という大役を仰せ付かり、

自らを省みることなく、お受けした

ことに責任の重大さを痛感している

ところであります。

　今年度の浜上会長は、クラブ目

標を「みんなでロータリーの歴史を学ぼう」と掲げられ

ました。次年度50周年を迎える前段の期であります。こ

れまでの48年間の金沢南RCの伝統と歴史を学び、今

に活かすことができるよう浜上会長を助けてクラブのお

世話係を1年間一生懸命務めさせて戴きます。

　しかしながら、私、何分にも不慣れ、浅学非才の身。

皆様の助けが必要でございます。会員の皆様おひとりお

ひとりのロータリー精神を心のよりどころと致しておりま

す。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

　重ねて会員皆様方の暖かいご指導ご協力をお願いし

就任の挨拶とさせて戴きます。

就任ご挨拶

幹 事  石 野 　 茂

　この度、格式と伝統ある金沢南

ロータリークラブ第49代会長に皆様

からご推薦をいただき、就任する事

になりました。私如きにその大役が

務まるか不安も感じますが、皆様の

ご指導、ご友情をいただきながら、一

年間頑張ります。

　2017-2018年度のR1会長イアンH.S.ライズリー氏

は、テーマ「ロータリー:変化をもたらす」を発表されまし

た。又、「ロータリーとは何ですか?」という問いに、ロータ

リーはあまりに大きく複雑すぎて、簡単に説明出来ないと

も言っております。ロータリーには112年の豊かな歴史が

あり、徐々に成長し、成熟し、会員と地域社会の変わりゆ

くニーズに対応しつつ変化をとげてきました。

　私達ロータリアンは、これまでよりも柔軟に、クラブ例

会、活動、発展の方法を決定ができ、もっと多くの女性や

多様な会員を迎え入れて、地域社会の特色あるクラブを

目指し、奉仕活動を通して人々の人生に変化をもたらすと

述べています。これに基づき、国際ロータリー第2610地

区2017-2018年度ガバナー下口幸雄氏の地区目標はR1

のテーマを守りながら「クラブのカラーを出そう」と決定

されました。クラブのカラーを出すためには、ロータリー

に求められている奉仕内容を的確に把握する努力を常に

怠ってはなりませんと述べております。

　当クラブは来年50周年を迎えます。必然的に実行委員

会をサポートする年となりますが、「ロータリークラブとは

なにか?」「奉仕とはなにか?」を再確認し、みんなでロー

タリーの歴史を学びたいと思います。

　最後に、石野茂幹事と共に本年度皆様のご友情、ご協

力を節にお願い申しあげます。

「みんなでロータリーの歴史を学ぼう」

会 長  浜 上 　 満

7 月のロータリーレート　１ドル＝ 111円



7 月  4日 会長・幹事　就任挨拶
7 月11日 委員長就任挨拶
7 月18日 「子どもたちに自然体験」
	 	NPO法人　ガイア自然学校
	 	代表　成田　裕氏
7 月25日 「西洋の古い街並みと超現代的な風景を
	 身近に味わえる港町　ウラジオストク」
	 株式会社奥野自動車商会
	 海外事業部　中西	マリア氏

卓話予定

◆誕生日◆
	 4 日	 石野　茂会員

	 19 日	 北			敏一会員

◆結婚記念日◆
	 7 日	 木下隆雄会員

	 7 日	 竹内　純会員

	 10 日	 池田修人会員

◆皆出席表彰◆
	 27 年	 東　英幸会員

	 27 年	 岩井重哲会員

	 17 年	 鍋島盛雄会員

	 11 年	 塩梅　修会員

	 11 年	 山森潤一会員

	 6 年	 星山喜久会員

	 2 年	 木村賢一郎会員

	 2 年	 奥田孝行会員

7 月のお祝い

●ソング それでこそロータリー

●出　席 39名　欠席/18名（他出席免除3名）

	 前回修正出席率　83.93％

●幹事報告

・6月27日は休会です。

●ニコニコボック ス

大原会員	─────────────────────

　いよいよ本年度、最終例会となりました。役員の方々

をはじめ、会員の皆様には、大変感謝しております。1年

間という短い時間でしたが、大変にお世話になりました。

　・本日の最終夜間例会、SAAの星山喜久委員長をはじ

め、小坂・村西副SAA,最後の最後まで、お世話になり

ます。宜しくお願いします。

　・ニコニコ委員長の木下委員長、最後まで、合言葉は

「にっこ、にっこ」で1年間、有難うございました。

園田会員	─────────────────────

　最終例会となりました。みなさま、1年間本当にありが

とうございました。

中田会員	─────────────────────

　会長、幹事、役員の皆様、1年間ご苦労様でした。

岩井会員	─────────────────────

　最終例会設営の皆様、ご苦労様です。

三好会員─────────────────────

　大原会長、園田幹事はじめ役員の皆様1年間お世話

様でした。

加藤会員	─────────────────────

　大原会長、園田幹事1年間お疲れ様でした。また、お

見舞いありがとうございました。

大竹会員	─────────────────────

　大原会長、園田幹事1年間おつかれさまでした。

浜上会員	─────────────────────

　大原会長、園田幹事はじめ役員の皆様、1年間ご苦労

様でした。大変、勉強になりました。次年度も宜しくお願

いします。

鍋島会員	─────────────────────

　大原会長、園田幹事、役員の皆様、1年お疲れ様でした。

北会員	──────────────────────

　大原会長、園田幹事へ　1年間お疲れ様でした。今日

はゆっくり飲んで下さい。

酒田会員	─────────────────────

　大原会長・園田幹事そして役員の皆様、1年間ご苦労

様でした。

宗守会員─────────────────────

　大原会長、園田幹事、1年間お疲れ様でした。先日の

父の葬儀におきまして、多くの方に会葬、また、お香典を

頂戴しました。78年の生涯でした。この場を借りて感謝

申し上げます。ありがとうございました。

石野会員	─────────────────────

　大原会長、園田幹事、1年間ご苦労様でした。

第2329回　平成 29年 6月20日（火）　曇り	 18:30 〜 20:30

11日（火） 7月定例理事会　11：30

11日（火） 会員組織委員会　炉辺会合
	 　18：30　会場未定

18日（火） 前年度理事会　12：00

25日（火） クラブ広報委員会　炉辺会合　
	 　18：30　会場未定

7月　行事予定



祖泉会員─────────────────────

　楽しい1年間、皆様ありがとうございました。

星山会員	─────────────────────

　大原会長、園田幹事、1年間お疲れ様でした。

小坂会員─────────────────────

　大原会長、園田幹事、1年間、お疲れ様でした。

木村（賢）会員	──────────────────

　大原会長、園田幹事、1年間お疲れ様でした。

奥田会員	─────────────────────

　大原会長、園田幹事お疲れ様でした。役員の皆様も1

年間ご苦労様でした。

齊藤会員─────────────────────

　大原会長、1年間お疲れ様でした。

木下会員	─────────────────────

　本日をもって、日航で“ニコニコ”のお役目も終了です。

皆様1年間有難うございました。

本年度累計額　1,282,500円

●卓　話

「退任挨拶」

	 会員組織委員長	 中島哲夫

	 クラブ広報委員長	 東		英幸

	 クラブ運営委員長	 塩梅　修

	 奉仕プロジェクト委員長	 岡元洋人

	 幹事	 園田貴之

	 会長	 大原浩幸

●金沢RC	 		8月		9日（水）	 18：00〜　「納涼懇親会」	 ホテル日航金沢
	 		8月16日（水）	 休　会

●金沢東RC	 		8月14日（月）	 休　会
	 		8月28日（月）	 18：30〜　「夏の納涼例会」	 六角堂Grill&Bar

●金沢西RC	 		8月		4日（金）	 18：00〜　「納涼例会」	 金沢東急ホテル

●金沢南RC	 		8月		8日（火）	 18：30〜　「納涼例会」	 つば甚
	 		8月15日（火）	 休　会

●金沢北RC	 		8月		3日（木）	 18：00〜　「夏祭り」	 松魚亭
	 		8月10日（木）	 休　会
	 		8月17日（木）	 休　会

●香林坊RC	 		8月		7日（月）	 18：30〜　「納涼会」	 場所未定
	 		8月14日（月）	 休　会	

●みなとRC	 		7月18日（火）	 18：30〜　「納涼夜間例会」	 魚匠庵
	 		8月15日（火）	 休　会

●百万石RC	 		7月		6日（木）	 19：00〜　「会場変更例会」	 招龍亭
	 		7月20日（木）	 19：00〜　「会場変更例会」	 招龍亭
	 		8月10日（木）	 休　会

７・８月　例会変更のご案内


