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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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11 月のロータリーレート　１ドル＝ 114円

10月17日　観月会

10月24日　ゲスト
米山奨学生　姚　思聡氏

11月  7日 立食例会
11月14日 「石川のかがやく未来を支えるインフラ整備」
	 　石川県　土木部長　山岸　勇氏
11月28日 「絵ごころと笑い」
	 　洋画家　一水会会員　杉村雄二郎氏

卓話予定
  7日（火） 奉仕プロジェクト委員会炉辺会合
	 　18：30　志げ野
14日（火） 11月定例理事会　例会終了後
14日（火） パスト会長会　18：30　つば甚
21日（火） 休　会

11月　行事予定

◆誕生日◆
　	 11 日	 岩本秀雄会員

　	 28 日	 木下隆雄会員

◆結婚記念日◆
	 1 日	 五十嵐康浩会員

	 1 日	 北			敏一会員

	 2 日	 土井正人会員

	 3 日	 山森潤一会員

	 4 日	 園田貴之会員

	 8 日	 岩本秀雄会員

	 15 日	 髙木慎一朗会員

	 15 日	 竹内昭夫会員

	 19 日	 坂東久雄会員

	 21 日	 中島哲夫会員

	 22 日	 山内謙一会員

	 29 日	 鍔　一郎会員

◆皆出席表彰◆
	 45 年	 三野　裕会員

	 18 年	 押野谷正会員

11 月のお祝い



●ソング 君が代・奉仕の理想

●出　席 44名　欠席/10名（他出席免除4名）

	 前回修正出席率　87.27％

●ビジター 金沢みなとRC	 田中和昭会員
	 	 松井清二会員　
	 交換学生	 アイザイア・ケネディ君
●幹事報告

・来週10月10日は、休会です。

・10月17日は夜間例会です。　滝亭　点鐘18：30

・本日例会終了後、10月定例理事会を開催いたします。

　５階　オーキッドルーム

・第6回日台ロータリー親善会議が開催されます。

　来年3月1日～2日　台湾　高雄

　参加ご希望の方は、11月7日（火）までにご連絡ください。

●ニコニコボック ス

浜上会員	─────────────────────

　日曜日、キゴ山自然体験交流会にご参加ありがとうご

ざいました。

　・小坂卓也会員、社長就任おめでとうございます。今後の

ご活躍を期待しております。

石野会員	─────────────────────

　結婚月自祝。

朝倉会員	─────────────────────

　年間賞、誕生日、入会月自祝。

中田会員	─────────────────────

　年間賞と結婚記念日です。

野畠会員	─────────────────────

　年間賞自祝。無事25年過ぎました、感謝。

押野谷会員	────────────────────

　誕生日自祝。

大原会員	─────────────────────

　入会月、皆出席自祝。

祖泉会員─────────────────────

　年間賞ありがとうございます。

園田会員	─────────────────────

　年間賞、入会月自祝。

大山会員	─────────────────────

　結婚記念日自祝。

小坂会員─────────────────────

　10月1日付で、代表取締役社長に就任いたしました。

まだまだ微力ではありますが、精いっぱい頑張りますの

で、これからもどうぞ宜しくお願い致します。

　・年間賞、入会月自祝。

須田会員	─────────────────────

　誕生日自祝。日曜日、自然体験交流会、参加有難うご

ざいます。

木村（賢）会員	──────────────────

　結婚記念日自祝。我慢の24年です。ありがとうござい

ます。

齊藤会員─────────────────────

　結婚記念日自祝。

本年度累計額　507,000円

第2341回　平成 29年10月3日（火）　曇り	 12:30 ～ 13:30

●ソング 我等の生業

●出　席 34名　欠席/21名（他出席免除4名）

	 前回修正出席率　92.72％

●幹事報告

・11月18日開催されます金沢香林坊ロータリークラブ創

立30周年記念企画職業奉仕セミナーに参加ご希望の

方は事務局までお知らせください。

　参加費は、ロータリアンは無料ですが、同行される方は

1,000円を当日受付にてお支払いください。

●ニコニコボック ス

浜上会員	─────────────────────

　奥田委員長はじめ親睦活動出席委員の皆様、本日の

観月例会の準備お世話様です。

　・10月28日～10月29日国際ロータリー2610地区大会

多数の参加をお待ちしております。

石野会員	─────────────────────

　奥田委員長及び親睦活動出席委員会の皆様、本日の

観月会宜しくお願いします。

山田会員	─────────────────────

　親睦委員会の皆さん、お世話いただきありがとうござ

います。

東　会員─────────────────────

　親睦活動出席委員会の皆様ありがとうございます。

岡元会員	─────────────────────

　親睦活動出席委員会の皆様、本日は宜しくお願い致

します。

　・誕生月、結婚記念日自祝。

大原会員	─────────────────────

　奥田委員長を始め親睦活動出席員会の皆さん、本日

は宜しくお願い致します。

園田会員	─────────────────────

　奥田委員長をはじめ、親睦活動委員会の皆様、本日

はよろしくお願い致します。

谷﨑会員	─────────────────────

　本日は滝亭にお越しいただき有難うございます。

　・結婚記念日自祝。

第2342回　平成 29年10月17日（火）　曇り	 18:30 ～ 20:30



●ソング それでこそロータリー

●出　席 40名　欠席/15名（他出席免除4名）

	 前回修正出席率　87.27％

●ビジター 小松シティRC	 高岡哲夫会員
	 金沢西RC	 坂本藩應会員
●幹事報告

・今週10月27日、地区大会	記念ゴルフ大会、28～29日

は、指導者育成セミナー、本会議等が開催されます。

　地区大会ご登録の皆様には、昨日案内文をFAXにてお

送りしました。ご確認くださいます様お願い致します。

・来週10月31日の例会は、地区大会に振替えになります。

●ニコニコボック ス

浜上会員	─────────────────────

　カウンセラーの小松シティロータリークラブ会員高岡

哲夫様、本日の米山奨学生の引率ありがとうございます。

	・米山奨学生姚思聡さん、本日の卓話宜しくお願い致し

ます。

石野会員	─────────────────────

　姚思聡様、本日の卓話宜しくお願いします。

三野会員	 ────────────────────

　結婚記念日自祝。

山田会員	─────────────────────

　私の家内が、こともあろうに、日展に書で初入選しま

した。めでたいことです。

酒田会員	─────────────────────

　小坂様、此の度社長就任おめでとう御座います。

大原会員	─────────────────────

　昨日、香林坊ロータリー30周年記念企画で「盲導犬

と視覚障がい者への方々への支援チャリティ事業」とし

てコンサートと講演に行って来ました。素晴らしい企画

で感銘を受けました。ロータリーらしい事業でした。

奥田会員	─────────────────────

　先日の観月会、ご参加ありがとうございました。年忘

れ会にむけてがんばります。

本年度累計額　547,000円

●卓　話

「私の留学生活と中国の紹介」

米山奨学生　姚　思聡さん

第2343回　平成 29年10月24日（火）　晴	 12:30 ～ 13:30

奥田会員	─────────────────────

　今日の観月会宜しくお願いします。委員会メンバー一

丸となり設営頑張ります。

五十嵐会員	────────────────────

　誕生月です。

本年度累計額　533,000円

●卓　話

「夫人同伴観月会」

→　地区大会へ振替え

第2344回　平成 29年10月31日（火）

10 月定例理事会議事録

●日　時 平成29年10月3日（火）例会終了後

●場　所 ホテル日航金沢		5階		オーキッドルーム

●審議事項
１．次期ガバナー補佐推薦の件
　　松本　要会員を推薦する。
２．ポリオ撲滅のためのニコBOX協力依頼の件
　　昨年同様、ニコボックスより協力
　　＠1,000×59＝59,000
３．会員退会の件
　　土井正人会員　一身上の都合により12月末付退会

●金沢RC	 11月15日（水）18:00～	金沢ニューグランドホテル	
	 	 「夜間例会」
	 11月22日（水）休会

●金沢西RC	 11月10日（金）５RC合同例会に振替休会

●金沢南RC	 11月21日（火）休会

●香林坊RC	 11月20日（月）	→11月18日（土）13:00～
	 　　　　　　　　	職業奉仕セミナー
	 　　　　　　　　	金沢東急ホテル

●みなとRC 11月		7日（火）５RC合同例会に振替休会
	 11月14日（火）休会

●百万石RC	 11月		2日（木）地区大会へ振替休会

	 11月30日（木）19:00～	会場未定
	 	 「会場変更例会」

11月の例会変更


