
会長  浜上 　満
幹事  石野 　茂

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）／金沢東急ホテル
※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。

クラブ会報委員長　　水野 義男
クラブ会報副委員長　津田 幸夫

金沢南ロータリークラブ
《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
　　　　   URL  http://www.kanazawa-south.jp/　　E-mail  minamirc@angel.ocn.ne.jp
《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

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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2017.8.1

8 月のロータリーレート　１ドル＝ 111円

◆誕生日◆
	 1 日	 土井正人会員
　	 2 日	 塩梅　修会員
	 4 日	 宗守重泰会員
	 7 日	 池田修人会員
	 8 日	 宮本治郎会員
	 9 日	 山内謙一会員
	 10 日	 木村賢一郎会員
	 19 日	 中島哲夫会員
	 26 日	 祖泉信宏会員

8 月のお祝い

7月18日　ゲスト
成田　裕氏

7月25日　ゲスト
中西マリア氏

7月25日
派遣交換学生　池田詩菜さん

 8月  1日 立食例会
 8月  8日 納涼夜間例会
 8月22日 ガバナー　下口幸雄氏
 8月29日 片岡洋一会員

卓話予定

  1日（火） 「ガバナー補佐訪問日」
 　11:30 ～ 12:00　会長幹事懇談会
 　13:40 ～ 14:30　クラブ協議会
  5日（土） 京都東山RC	50周年記念事業
	 　特別記念講演会　ロームシアター京都

  6日（日） 京都東山RC	交流ゴルフ大会
	 　名神八日市カントリー倶楽部

  8日（火） ８月定例理事会　17:30
	 納涼例会		18:30　つば甚

15日（火） 休　会
19･20日（土･日） 第20回少年サッカー大会「ロータリーカップ」
	 　石川県まめだ簡易サッカー場
22日（火） 「ガバナー公式訪問日」
 　11:30 ～ 12:20　会長幹事懇談会

8月　行事予定



●ソング 君が代・奉仕の理想

●出　席 44名　欠席/12名（他出席免除3名）

	 前回修正出席率　80.70％

●幹事報告

・京都東山ロータリークラブより新年度にあたり、祝電を

戴きました。

・滑川ロータリークラブは、6月30日をもって、クラブ終結

となりました。

・来週7月11日11：30より、7月定例理事会を開催いたし

ます。

●ニコニコボック ス

浜上会員	─────────────────────

　格式と伝統ある金沢南ロータリークラブ第49代会長

に皆様からご推薦いただき、就任する事になりました。

皆様のご指導ご友情をいただきながら、1年間頑張りま

す。

石野会員	─────────────────────

　2017-2018年度の幹事のスタートとなりました。浜上

会長を助け、クラブのお世話を1年間一生懸命努めさせ

て戴きます。会員皆様の温かいご指導ご協力宜しくお願

い致します。

　・誕生日自祝。

松本会員	─────────────────────

　浜上会長、石野幹事新年度のスタートを祝して。前年

度、大原さん、園田さん、ご苦労様でした。

三好会員─────────────────────

　浜上会長、石野幹事はじめ役員の皆様、1年間お世話

になります。

岩井会員	─────────────────────

　浜上会長、石野幹事の1年間の無事を願って。

　・27年皆出席を自祝して。

加藤会員	─────────────────────

　浜上会長、石野幹事１年間宜しくお願い致します。

東会員	──────────────────────

　浜上会長、石野幹事、１年間宜しくお願いします。

　・27年間の年間賞有難うございます。

大竹会員	─────────────────────

　浜上会長、石野幹事、１カ年がんばって下さい。

高本会員	─────────────────────

　浜上会長、石野幹事、１年間何卒宜しくお願いします。

津田会員	─────────────────────

　浜上会長、石野幹事、期待しています。

鍋島会員	─────────────────────

　新年度が始まりました。宜しくお願いします。

酒田会員	─────────────────────

　浜上会長、石野幹事、役員の皆様、１年間宜しくお願

いします。

山森会員	─────────────────────

　浜上会長、石野幹事を始め、役員の皆さん、本年度宜

しくお願い致します。

　・年間賞、入会月お祝いありがとうございます。

岡元会員	─────────────────────

　浜上会長、石野幹事、１年間宜しくお願いします。

祖泉会員─────────────────────

　ゴルフ同好会in軽井沢　好天に恵まれ楽しいラウン

ドでした。何もしない幹事でしたが、皆様有難うござい

ました。

　・園田前幹事、１年間お疲れ様でした。石野新幹事、１

年間宜しくお願いします。勉強とお手伝いをさせていた

だきます。

大原会員	─────────────────────

　浜上会長、石野幹事を始め役員の皆さん本年度宜し

くお願い致します。

園田会員	─────────────────────

　浜上会長、石野幹事、１年間宜しくお願い致します。

　・軽井沢楽しかったですね。来年こそ優勝します。

大山会員	─────────────────────

　１年間、宜しくお願いします。

竹内（昭）会員	───────────────────

　浜上会長、石野幹事、１年間宜しくお願いします。

小坂会員─────────────────────

　浜上会長、石野幹事、役員の皆様１年間宜しくお願い

致します。

奥田会員	─────────────────────

　浜上会長、石野幹事、役員の皆さん、新年度１年間宜

しくお願いします。及び、年間賞自祝。

木村（正）会員	───────────────────

　浜上会長、石野幹事、１年間宜しくお願いします。ニコ

ニコ委員長木村です。会員の皆様１年間宜しくお願い致

します。

本年度累計額　157,000円

●卓　話

「就任挨拶」

会長　　浜上　　満

幹事　　石野　　茂

第2330回　平成 29年7月4日（火）　雨	 12:30 ～ 13:30



●ソング 我等の生業

●出　席 42名　欠席/14名（他出席免除3名）

	 前回修正出席率　83.92％

●幹事報告

・本日、会員組織委員会の炉辺会合を開催いたします。

　　18：30　志げ野

　　会員増強、会員選考・職業分類、ロータリー情報、

　　2016～2017年度入会の新会員

●ニコニコボック ス

浜上会員	─────────────────────

　本日の委員長就任のご挨拶、宜しくお願いします。

　・夏の日差しが厳しくなってきました。会員の皆様方に

は、体調に気を付けてください。

石野会員	─────────────────────

　各委員長の皆様、1年間宜しくお願いします。

中田会員	─────────────────────

　会長、幹事さん、大いに期待しています。

東会員	──────────────────────

　浜上会長、石野幹事の年度、奉仕プロジェクト委員長

に就任しました。

　　1年間、宜しくお願い致します。

鍋島会員	─────────────────────

　交換学生でお世話になりました娘に、第２子が誕生し

ました。

　・17年皆出席自祝。

木下会員	─────────────────────

　結婚記念日のメロン、美味しゅうございました。

塩梅会員	─────────────────────

　年間賞ありがとうございます。あっという間の11年で

した。これからもがんばります。

岩本会員	─────────────────────

　前	大原会長・園田幹事並びに役員の皆さん、１年間

ご苦労様でした。今年度会長	浜上	 	満さん、役員の皆

さんが心を一つにして頑張って我々会員のお世話を宜し

くお願いします。

木村（賢）会員	───────────────────

　入会月自祝。

本年度累計額　180,000円

●卓　話

「就任挨拶」

	 会員組織委員長	 大竹	正信

	 クラブ広報委員長	 中島	哲夫

	 クラブ運営委員長	 鍋島	盛雄

	 奉仕プロジェクト委員長	 東　	英幸

●ソング それでこそロータリー

●出　席 41名　欠席/14名（他出席免除4名）

	 前回修正出席率　89.09％

●ビジター 河北RC	 高井篤志会員
	 金沢東RC	 野村圭作会員	
	 	 高多倫正会員
	 金沢香林坊RC	 村野元孝会員
●表敬訪問ご挨拶 河北RC	 高井篤志会長

●会計報告

2016～2017年度　決算報告　園田直前幹事

2017～2018年度　予算説明　石野幹事

●ニコニコボック ス

河北RC	高井会員	─────────────────

　皆様、今年一年宜しくお願い致します。

金沢東RC	高多会員	────────────────

　美味しい昼ご飯を食べに来ました。宜しくお願い致し

ます。

浜上会員	─────────────────────

　NPO法人ガイア自然学校代表成田裕様、本日の卓話、

宜しくお願い致します。

　・河北RC	高井篤志会長、本日は大変お忙しいところ我

がクラブに表敬訪問ありがとうございます。

石野会員	 ────────────────────

　NPO法人ガイア自然学校代表成田裕様、本日の卓話

宜しくお願いします。

　・河北ＲＣ高井篤志会長、本日の表敬訪問有難うござ

います。

北会員	──────────────────────

　誕生日自祝。

岡元会員	─────────────────────

　成田裕様、本日の卓話、宜しくお願いします。

池田会員	─────────────────────

　結婚記念日自祝。

本年度累計額　194,000円

●卓　話

「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

第2331回　平成 29年7月11日（火）　晴	 12:30 ～ 13:30

第2332回　平成 29年7月18日（火）　晴	 12:30 ～ 13:30



●ソング 手に手つないで

●出　席 44名　欠席/11名（他出席免除4名）

	 前回修正出席率　87.27％

●派遣交換学生挨拶
　池田詩菜さん、８月よりアメリカに留学されます。
●幹事報告

・本日、クラブ広報の炉辺会合を開催します。

　　18：30　志げ野

　　クラブ会報、雑誌・広報、新会員

・来週8月1日は、ガバナー補佐をお迎えして、クラブ協議

会を開催します。理事・役員・各委員長は、事業計画要

覧をお持ちください。

・7月22日、河北市のアマンダンヴィラ金沢にて、河北RC

創立45周年記念例会が行われ、会長、幹事が参加しま

した。

●ニコニコボック ス

浜上会員	─────────────────────

　本日の卓話、㈱奥野自動車商会海外事業部中西マリ

ア様、ウラジオストクのふるさとの紹介宜しくお願いし

ます。

　・池田詩菜さん、本年度派遣交換学生として、アメリカ、

ホストクラブ、デルノーテ・サンライズに１年間留学され

ます。体に気を付けて頑張ってください。

石野会員	─────────────────────

　㈱奥野自動車商会海外事業部中西マリア様、本日の

卓話及び、９月のウラジオストクの案内、宜しくお願いし

ます。

岡元会員	─────────────────────

　中西マリア様、本日の卓話よろしくお願いします。

星山会員	─────────────────────

　６年間皆出席自祝。

木村（正）会員	───────────────────

　池田詩菜さん、派遣交換学生として夢を持って行って

下さい。１年間頑張って下さい。

本年度累計額　202,000円

●卓　話

「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

第2333回　平成 29年7月25日（火）　雨	 12:30 ～ 13:30

７月定例理事会議事録

●日　時 平成29年7月11日（火）　11：30

●場　所 ホテル日航金沢　３階　孔雀の間

●審議事項
１．ウラジオストク企業見学の件
9/14～9/17　ウラジオストク企業等訪問

２.	納涼例会の件
８月８日（火）　点鐘18：30　つば甚
会費　会員10,000円　夫人8,000円

３.	地区大会について
10月27日　記念ゴルフ大会
10月28日～29日　本会議
10月31日の例会を振替えとする。
出席義務　会長、幹事、理事・役員、各委員長、
入会3年未満新会員

４．少年サッカー大会「第20回ロータリーカップ」
8月19・20日　まめだ簡易グランドで開催

前年度理事会議事録

●日　時 平成29年7月18日（火）	12：00
●場　所 ホテル日航金沢　５階　松の間
●議　題
１.	2016～2017年度決算報告


