
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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2018.2.6

2 月のロータリーレート　１ドル＝ 110円

2月  6日　立食例会
2月20日 「会員増強は、なぜ必要？」
	 第2610地区　会員拡大増強委員会
	 　委員長　新江克之氏
2月27日 「地方創生とJICA
	 　～JICAの中小企業海外展開支援～」
	 独立行政法人国際協力機構
	 　北陸支部長　仁田知樹氏

卓話予定

  6日（火） ２月定例理事会
	 　13:30　ホテル日航金沢
13日（火） 休　会

2月　行事予定

1月16日　ゲスト
元押水町長　中西一順氏

1月30日　ビジネスマナー講習会
講師　小島久枝氏

２月のお祝い

◆誕生日◆

	 4 日	 浜上　満会員

	 22 日	 園田貴之会員

	 26 日	 大竹正信会員

	 27 日	 新保弾次会員

◆結婚記念日◆

	 2 日	 須田武久会員

	 14 日	 浜上　満会員

◆皆出席表彰◆

	 27 年	 山田秀一会員



●ソング 我等の生業

●出　席 39名　欠席/15名（他出席免除4名）

	 前回修正出席率　85.45％

●ビジター 金沢RC	 冨木昭光会員
	 交換学生	 アイザイア・ケネディ君
●幹事報告

・１月よりロータリーレートが1$＝114円に変更になりま

した。

・京都東山RCより、新年のご挨拶の電報をいただきました。

・河北ロータリークラブより新年のご挨拶のメールをいた

だきました。

・本日例会終了後、1月定例理事会を開催します。

●ニコニコボック ス

ホテル日航金沢様	─────────────────

　年賀　本年も宜しくお願い致します。

石野会員	─────────────────────

　皆様明けましておめでとうございます。本年もよろしく

おねがいします。

三野会員	─────────────────────

　昭和9年1月18日生れ84才「昭和47年11月金沢南

ロータリークラブ38才で入会」誕生日自祝。この度創

立50周年を迎えるわが金沢南ロータリークラブで初め

ての在籍45年且つ出席率100％を達成致しましたので、

昨年末加賀市文化会館で行なわれた国際ロータリー第

2610地区（2017～2018年）地区大会で「在籍45年且

つ出席率100％ロータリアンとして特別表彰を受けまし

た。これは私のみならず金沢南ロータリークラブ全員の

名誉と誇りであり感謝申し上げます。

平野会員	─────────────────────

　皆出席できました。

鍔会員	──────────────────────

　誕生日のお祝いをありがとうございました。

三好会員─────────────────────

　明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い

します。誕生月自祝。

岩井会員	─────────────────────

　新年おめでとうございます。本年もよろしくお願いい

たします。

津田会員	─────────────────────

　誕生日をお祝いしましょう。

押野谷会員	────────────────────

　入会月自祝。

坂東会員─────────────────────

　入会月、誕生日自祝。

塩梅会員	─────────────────────

　あけましておめでとうございます。年忘れ家族会では、

家内が過分なビンゴ景品を頂きまして、有難うございま

した。喜んで初売りで使い果たしていました。感謝の気

持ちをニコニコに託します。

奥田会員	─────────────────────

　明けましておめでとうございます。昨年のクリスマス例

会、たくさんの皆様にご参加下さりありがとうございまし

た。本年もよろしくお願いします。

木村（正）会員	──────────────────

　久しぶりの例会出席です。

本年度累計額　777,000円

第2352回　平成30年1月16日（火）　晴	 12:30 ～ 13:30

第2351回　平成30年1月9日（火）　　	

 【金沢８RC新年合同例会】
	 	 日　時：2018年1月11日（木）	18：30
	 	 場　所：ホテル日航金沢	４階	「鶴の間」

《　例　会　》
点　　鐘	 	 金沢北RC会長	 佐賀　　務

国歌斉唱	 「君が代」	 　　	 	
ロータリーソング斉唱	 「奉仕の理想」　	 	

ホスト・クラブ会長挨拶	 金沢北RC会長	 佐賀　　務　

点　　鐘	 	 金沢北RC会長	 佐賀　　務

《　懇親会　》
ご 祝 儀	 『君が代　松竹梅』	 三茶屋街芸妓連

乾　　杯	 石川第一分区Aガバナー補佐
	 	 	 	 高桑　幸一

閉宴挨拶	 　　　　　　　　　　　　　　　　	次期ホスト・クラブ	金沢香林坊RC
	 	 	 会長エレクト	 諸江　　隆		

ロータリーソング	 「手に手つないで」



●ソング それでこそロータリー

●出　席 37名　欠席/18名（他出席免除3名）

	 前回修正出席率　100％

●幹事報告

・来週１月30日の例会は夜間例会です。

　　17：30～　講習会　３階　グランドゥルミエール

　　18：15～　例会　　　　　　　　〃

　　18：30～　懇親会　２階　ザ・ガーデンハウス

・例会変更　金沢RC

	　1月24日の例会は悪天候の予報のため休会となります。

●ニコニコボック ス

浜上会員	─────────────────────

　中西一順様、本日の卓話、よろしくお願いします。

　・先週第一例会に出席できず申し訳ございませんでし

た。あらためて今年１年皆様宜しくお願い致します。

石野会員	─────────────────────

　元押水町長中西一順様、本日の卓話宜しくお願いします。

松本会員	─────────────────────

　誕生日自祝。メープルハウスのお祝いを頂き有難うご

ざいます。

木下会員	─────────────────────

　15年皆勤賞有難うございました。長い様であっという

間でした。今後とも宜しくお願い致します。

岡元会員	─────────────────────

　中西一順様、本日の卓話宜しくお願いします。

岩本会員	─────────────────────

　山森社長の紹介で老々入会させて頂き早や十年を迎

える事が出来たのは会員の皆さんのお陰です。今後、何

時転ぶか分からんが宜しくお願いします。

本年度累計額　825,000円

●卓　話

「町長選挙と町行政について」

元押水町長　中西一順	氏

●ソング それでこそロータリー

●出　席 32名　欠席/23名（他出席免除3名）

	 前回修正出席率　77.77％

●幹事報告

・ロータリーレート変更

　２月より１ドル＝110円（現行114円）に変更になります。

●ニコニコボック ス

浜上会員	─────────────────────

　小島久枝様、本日の役立つビジネスマナー講習会の

講師、ありがとうございます。

　・NPO法人ガイア自然学校成田代表はじめ学生の皆

様、後援会、例会、その後の懇親会、金沢南RCメンバー

と一緒に勉強したいと思っています。

石野会員	─────────────────────

　ホテル日航金沢チーフコンシェルジュ宿泊部次長小島

久枝様、本日の講演有難うございます。

　・ＮＰＯ法人ガイア自然学校代表成田裕様はじめ自然学

校指導員の皆様、本日の講演にご参加いただき有難うご

ざいます。

須田会員	─────────────────────

　役に立つビジネスマナー講習会及び懇親会の参加有

難うございます。

本年度累計額　830,000円

第2353回　平成30年1月23日（火）　晴	 18:30 ～ 20:45

第2354回　平成30年1月30日（火）　晴	 18:15 ～ 18:30

1 月定例理事会議事録

●日　時 平成30年1月16日（火）	例会終了後

●場　所 ホテル日航金沢		4階		鶴の間

●審議事項
１．京都東山RC	50周年記念例会の件
　　日　時　4月2日（月）16:00点鐘（14:30	呈茶席）
　　会　場　ウェスティン都ホテル京都	東館４階	葵殿
　　登録料　15,000円
　　翌　日　ゴルフ及びエクスカーション（疎水通船・昼食）
	 　費用未定
　　4月3日の例会を振替　　　　　　　　承認

●報告事項
１．ガバナーノミニーからの依頼の件
　　2019-2020年度松本耕作ガバナー（金沢RC）
　　1人あたり5,000円のガバナー事務所協力金をお願いしたい。

●金沢RC	 2月		7日（水）	 18:00～　金沢グランドホテル	
	 	 「節分の会」
	 2月14日（水）	 休会

●金沢東RC	 2月		5日（月）	 18:00～　松魚亭
	 	 「新春懇親例会」

●金沢西RC	 2月		2日（金）	 18:00～　金沢茶屋
	 	 「節分例会」
	 2月23日（金）	 金沢みなとRC創立25周年
	 	 記念式典の振替休会

●金沢南RC 2月13日（火）	 休会

●金沢北RC	 2月		8日（木）	 2月9日㈮夜間例会に振替休会

●香林坊RC 2月19日（月）	 2月10日㈯創立30周年
	 	 記念例会に振替休会

●みなとRC 2月20日（火）	 創立25周年記念例会に振替

2 月の例会変更


