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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
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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10 月のロータリーレート　１ドル＝ 112円

9月12日　ゲスト
金沢卯辰山工芸工房　川本敦久氏

9月26日　ゲスト
石川県警察本部交通部　首席参事官　村上裕一氏

10月  3日 立食例会
10月17日 観月例会
10月24日 「私の留学生活と中国の紹介」
	 米山奨学生　姚思聡さん

卓話予定

  3日（火） 10月定例理事会
	 　例会終了後　ホテル日航金沢
10日（火） 休　会
17日（火） 観月例会　18:30　滝亭
27日（金） 地区大会記念ゴルフ大会
	 　片山津ゴルフ倶楽部　加賀コース
28日（土） 指導者育成セミナー　13:00	加賀市文化会館
	 地区大会　本会議Ⅰ	 14:45	加賀市文化会館
	 RI会長代理ご夫妻歓迎夕食会	18:00	ゆのくに天祥
29日（日） 地区大会　本会議Ⅱ	 12:15	加賀市文化会館
	 地区大会　大懇親会	 18:30	ホテルアローレ
31日（火） 地区大会に振替休会

10月　行事予定

◆誕生日◆
	 2 日	 五十嵐康浩会員
　	 10 日	 岡元洋人会員
　	 14 日	 押野谷正会員
　	 15 日	 須田武久会員
　	 20 日	 朝倉宏三会員
	 28 日	 安田真人会員

◆結婚記念日◆
	 4 日	 三野　裕会員
	 7 日	 中田成正会員
	 8 日	 齊藤利明会員
	 10 日	 大山光則会員
	 12 日	 谷﨑康織会員
	 12 日	 安田真人会員
	 23 日	 木村賢一郎会員
	 26 日	 岡元洋人会員
	 28 日	 石野　茂会員
	 30 日	 山田秀一会員
	 31 日	 松本　要会員

◆皆出席表彰◆
	 40 年	 朝倉宏三会員
	 40 年	 中田成正会員
	 26 年	 大竹正信会員
	 25 年	 野畠耕之介会員
	 10 年	 大原浩幸会員
	 7 年	 祖泉信宏会員
	 7 年	 園田貴之会員
	 4 年	 小坂卓也会員
	 2 年	 柳原行生会員

10 月のお祝い



●ソング 君が代・奉仕の理想

●出　席 36名　欠席/19名（他出席免除4名）

	 前回修正出席率　85.45％

●ビジター 金沢香林坊RC	 福岡貴之会員
	 	 戸上浩一会員	 	
	 	 別所孝洋会員
●幹事報告

・2020-2021年度　ガバナーノミニー候補者の推薦につ

いて依頼がありました。

・若林ガバナーエレクト事務所が開設されました。

・９月よりロータリーレートが１ドル＝109円に変更になり

ました。

●ニコニコボック ス

金沢香林坊ＲＣ	戸上会員	──────────────

　本日は貴重な例会のお時間をいただき、30周年事業

のPRをさせて頂きまして、本当にありがとうございました。

金沢香林坊ＲＣ	福岡会員	──────────────

　本日は貴重なお時間を頂きまして心より感謝申し上げ

ます。30周年記念の事業PRをさせて頂きまして本当に

ありがとうございました。

金沢香林坊ＲＣ	別所会員──────────────

　本日は三十周年事業のPRをさせていただきありがと

うございます。皆様のご来場をお待ちしております。

浜上会員	─────────────────────

　金沢香林坊ロータリークラブ30周年実行委員会皆様、

記念事業PR訪問にお越し下さりありがとうございます。

例会を楽しんで下さい。

　・本日9月1日をもってロータリー歴19年目に突入しまし

た。皆様今後とも宜しくお願い申し上げます。

平野会員	─────────────────────

　誕生月です。

三好会員─────────────────────

　会長、幹事、エレクト、堺南RC表敬訪問お疲れ様で

した。

水野会員	─────────────────────

　年間賞、入会月、誕生日　自祝。

木下会員	─────────────────────

　ニュージーランドへスキーに行って来ました。ヘリコプ

ターで山のてっぺんへ上がり、自然の中を自由に滑る爽

快さはヤミツキになりそうです。来年も是非行きたいと

思います。

祖泉会員─────────────────────

　FAXにてミャンマー・ツアーのお誘いを送らせていた

だきました。後程少し説明とPRをさせていただきます。

片岡会員	─────────────────────

　9/6誕生日自祝。改めて宜しくお願いします。

本年度累計額　391,000円

第2338回　平成 29年 9月5日（火）　曇り	 12:30 〜 13:30

　ロータリークラブのメンバーはそのほとんどが企業・

法人の経営者であります。小職は会社員ですが組織役

職上マネージメントの一角を構成するメンバーであります。

日頃より、ロータリークラブ例会卓話や諸先輩の話を聞

き自分の会社に対し何かしら貢献出来るビジネスヒン

トを得ようと思っております。

　そんな中、先般ＴＶを見ておりましたら、昭和を代表

する名経営者で経営の神様と崇められる松下幸之助氏

をテーマにした番組がありました。生い立ちから起業へ

そして世界的な企業となる過程での様々なエピソード

が紹介されました。師は各事業部の社員一人一人が経

営者としての物の見方・判断出来る独立経営体を目指

したとの事でした。その中で、リーダーの資質について

の話の中で、よく取り上げられるのが織田信長、豊臣秀

吉、徳川家康の三武将です。言うまでもなく、ほととぎ

すを題材にした「鳴かぬなら・・・」で表現される俳句

です。三武将の人柄・性格を表した有名な俳句です。

　昭和30年代の経営者多数に貴方は3名のどのタイプ

ですかと尋ねたところ、あれやこれやと意見が分かれ

ました。その中で松下幸之助氏は「わしはどのタイプで

もないな」と答えたそうです。ではどういうタイプですか

と聞き返したところ、そうやな「鳴かぬなら、それもなお

良し、ホトトギス」だったとか・・・。

　人には得手、不得手があるからこそ適材適所の処遇

（人材活用術）を行うのが経営者の裁量だとのことで

あった。私はこの言葉を聞き鳥肌が立つ思いでした。

　この話には落ちがありまして、もう一人３名のどのタ

イプにも当てはまらないと答えた方がいて、それが本田

総一郎氏だとのことでしたが、本田氏はなんと答えた

かは紹介されませんでした。昭和を代表する名経営者

の薫陶にふれ、気持ちを新たにしたのは私だけではな

かったと思います・・・。「鳴かぬなら、それもなお良し、

ホトトギス」・・・

ロータリークラブのメンバー各位はそのほとんどが経営者であります
岡元洋人



●ソング 我等の生業

●出　席 41名　欠席/14名（他出席免除4名）

	 前回修正出席率　85.45％

●ビジター 交換学生　アイザイア・ケネディ君
●幹事報告

・本日例会終了後、9月定例理事会を開催します。

　　5階　松の間

・来週9月19日は休会です。

●ニコニコボック ス

浜上会員	─────────────────────

　金沢卯辰山工芸工房館長川本敦久様、本日の卓話宜

しくお願いします。

　・先週の木曜日、金沢市は本年度の金沢市文化活動賞

と経済活動賞5人を発表しました。文化活動賞には当ク

ラブ髙木慎一朗さんが選ばれました。また、農林水産省

の「日本食普及の親善大使」にも任命されました。誠に

おめでとうございます。

石野会員	─────────────────────

　アイザイア・ケネディ君、9月例会にようこそ。金沢の秋

を楽しんで下さい。

塩梅会員	─────────────────────

　結婚記念日にすてきな果物有難うございました。

岡元会員	─────────────────────

　川本敦久様、本日の卓話宜しくお願い致します。

本年度累計額　396,000円

●卓　話

「加賀藩御細工所に始まるものづくり」

金沢卯辰山工芸工房　　

　　　　　　館長　川本	敦久	氏

第2339回　平成 29年 9月12日（火）　曇り	 12:30 〜 13:30

●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　87.27％

●幹事報告

・金沢香林坊RC創立30周年記念企画「盲導犬と視覚

障がい者の方々への支援チャリティー事業・講演と弦

楽四重奏コンサート」のチケットをご希望の方は、本日		

参加費2,000円を添えて事務局までお申し込みくださ

い。その場合、チケットは10月3日の例会日にお渡しし

ます。また、石川県立音楽堂チケットボックスにおいて

も販売しています。

・本日クラブ運営委員会の炉辺会合を開催します。

　　18：30　ホテル日航金沢　桃李

●ニコニコボック ス

浜上会員	─────────────────────

　石川県警察本部交通部首席参事官村上裕一様、本日

の卓話宜しくお願い致します。

・姉妹都市のイルクーツクより、待望のバイカルアザラシ

がいしかわ動物園に来ました。オス1匹とメス2匹です。

石野会員	─────────────────────

　石川県警察本部交通部首席参事官村上裕一様、本日

の卓話宜しくお願いします。

松本会員	─────────────────────

　先週独ハノーバーで開催された世界最大の工作機械

展示会に、参加出展致しました。無人化に向けた機器に、

手応えを感じ、まずまずの成果でした。

岩井会員	─────────────────────

　浦塩(ウラジオストク)視察旅行、無事帰国致しました。

皆様の友情溢れるご支援に感謝いたします。ありがとう

ございました。

山田会員	─────────────────────

　本日孫が新聞に初登場！すこやかに１才になりました。

鍋島会員	─────────────────────

　会長、幹事、石瀬委員長、お世話ありがとうございま

す。

岡元会員	─────────────────────

　村上裕一様、本日の卓話宜しくお願いします。

星山会員	─────────────────────

　誕生日自祝。

石瀬会員	─────────────────────

　ウラジオストク視察から無事帰ってこれました。参加

してくれた皆さんありがとうございます。

奥田会員	─────────────────────

　ゴルフ同好会コンペ優勝しました。お疲れ様でした。

そして有難うございました。

本年度累計額　430,000円

●卓　話

「交通事故死者数の過去最少を目指して」

石川県警察本部交通部　　　　

　　　　　首席参事官　村上	裕一	氏

第2340回　平成 29年 9月26日（火）　晴	 12:30 〜 13:30



　8月19日・20日の二日間の日程で、石川県まめだ簡易

サッカー場に於いて第20回金沢南ロータリーカップ少

年サッカー大会を開催することが出来ました。

　朝の集合前には雨が降りましたが、子供たちが集まっ

てくる頃には太陽も顔を見せ、暑い中での戦いになりま

した。

　津田幸夫大会会長の挨拶に続き浜上満大会名誉会

長から挨拶を頂いた後、4年生を主体とする12チームの

熱く激しい戦いが行われました。二日間で36試合が行

われ、子供たちの日ごろの練習の成果と仲間とのチー

ムワークが存分に発揮されたプレーに、観戦していた

ロータリーメンバーも元気をもらいました。

　二日間にわたっての試合の結果､額サッカー少年団

が優勝いたしました。

　閉会式では、20回大会の記念として優勝チームに

サッカーゴールが送られ、また、津田大会会長の配慮

でたくさんの子供達に記念品を渡すことが出来ました。

大変な猛暑の中二日間にわたり､会長､幹事を始め沢山

のメンバーに観戦に来ていただきましたことを本当に感

謝いたします。ありがとうございました。

第 20 回金沢南ロータリーカップ少年サッカー大会報告
青少年奉仕委員長　星山喜久

●日　時 平成29年9月12日（火）例会終了後

●審議事項
１．ガイア自然学校支援金寄付の件
活動費の支援として、ご賛同いただいた方に、例
会場で一人1,000円の寄付協力をお願いする。

２．観月例会の件
10月17日（火）点鐘　18：30〜　滝亭　　
会費　会員8,000円　　夫人　5,000円　

●協議事項
１．例会での席について
月1回程度、くじ引きでテーブルを決める。

●場　所 ホテル日航金沢　５階　松の間

３．金沢香林坊ＲＣ記念事業について
創立30周年記念企画「盲導犬と視覚障がい者の
方々への支援チャリティー事業　講演と弦楽四
重奏コンサート」
例会にて参加者を募る

４．その他
ミャンマー視察　同行ツアー　
ぜひご出席ください。

9 月定例理事会議事録


