
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

No.1017
（49-10）
2018.4.10

4 月のロータリーレート　１ドル＝ 104円

4月10日　立食例会
4月17日　オーケストラアンサンブル金沢
	 チェロ奏者　大澤　明氏
4月24日　石川詩人会理事長
　　　　　詩人会議かなざわ「独標」同人
	 喜多村	貢氏

卓話予定10日（火）	 創立50周年第３回実行委員会　11:00
	 ４月定例理事会　例会終了後
17日（火）	 新旧クラブ協議会　例会終了後
22日（日）	 地区研修・協議会　全体会議　
	 　13:00　富山県民会館

4月　行事予定

3月13日　ゲスト　京都大学iPS細胞研究所所長室
基金グループ長　渡邉文隆氏

3月27日　ゲスト
金沢南RC　竹内　純会員

４月のお祝い

◆誕生日◆

	 14 日	 山森潤一会員

　	 26 日	 大山光則会員

　	 27 日	 奥田孝行会員

	 29 日	 酒田長昭会員

　	 30 日	 高本昭二会員

◆結婚記念日◆

　	 2 日	 津田幸夫会員

	 4 日	 水野義男会員

	 5 日	 村西暢之会員

	 11 日	 祖泉信宏会員

	 12 日	 宗守重泰会員

	 13 日	 鍋島盛雄会員

	 18 日	 片岡洋一会員

	 20 日	 朝倉宏三会員

	 29 日	 大竹正信会員

◆皆出席表彰◆

	 11 年	 岡元洋人会員

	 9 年	 石野　茂会員

	 7 年	 髙木慎一朗会員



●ソング	 君が代・奉仕の理想

●出　席	 43名　欠席/12名（他出席免除3名）

	 前回修正出席率　87.27％

●ビジター	 金沢百万石ＲＣ	 上杉輝子会員

	 		 大路孝之会員

	 交換学生	 アイザイア・ケネディ君

●幹事報告

・京都東山ロータリークラブより、創立記念日にあたり祝

電を頂きました。

・台湾東部地震被害の義捐金として、奉仕特別基金より

58,000円（一人1,000円）を地区へ送金しました。

・ご案内いただきました金沢百万石ロータリークラブの参

加ご希望の方は、事務局まで至急お申し込みください。

●ニコニコボック	ス

金沢百万石ＲＣ		会長上杉輝子様、幹事大路孝之様	──

　金沢百万石ロータリークラブの創立20周年のPRに

寄せてもらいました。４月21日に記念講演会、記念式典、

祝賀会を開催します。皆様、よろしくお願いいたします。

浜上会員	─────────────────────

　金沢百万石ロータリークラブ会長上杉輝子様、本日の

表敬訪問ありがとうございます。

　・残りの任期も４ヶ月となりました。後半は「みんなで

ロータリーの歴史を学ぼう」。私なりにお話をさせてい

ただきます。

石野会員	─────────────────────

　百万石ロータリークラブ会長上杉輝子様、幹事大路

孝之様、本日の表敬訪問ありがとうございます。

加藤会員	─────────────────────

　誕生月を迎えました。60代最後の年です。

野畠会員	─────────────────────

　結婚記念日自祝。

酒田会員	─────────────────────

　結婚五十年金婚式自祝。

岩本会員	─────────────────────

　3月25日、深夜0時50分、六十五年前の内灘村接収

反対闘争の北陸放送テレビ番組に出演をしますので、ビ

デオを撮って見てください。

谷﨑会員	─────────────────────

　誕生月自祝。

大山会員	─────────────────────

　入会月、５年皆出席自祝。

齊藤会員─────────────────────

　誕生日自祝。

木村（正）会員	──────────────────

　３月３日にアイザイア・ケネディ君が家に来ました。こ

れから３ヶ月共に暮らします。

本年度累計額　930,000円

第2358回　平成30年 3月6日（火）　晴	 12:30 〜 13:30

●ソング	 我等の生業

●出　席	 39名　欠席/16名（他出席免除3名）

	 前回修正出席率　89.09％

●幹事報告

・本日例会終了後、3月定例理事会を開催します。

　3階　孔雀の間

・来週3月20日は休会です。

・ノーベル賞受賞大村智先生の講演会が、白山RC、野々

市RC、白山石川RCのお世話で開催されます。

　4月28日（土）15：00　野々市文化会館フォルテ

　登録料1,000円

　ご希望の方は、3月27日までにお申し込みください。

●ニコニコボック	ス

浜上会員	─────────────────────

　京都大学iPS細胞研究所　所長室渡邉文隆様、本日

の卓話宜しくお願いします。

　・病気療養中の妻が、先週医師の許可をいただき、1泊

2日の外泊が出来るようになり、ホッとしているところで

す。いまは、男やもめです。あともう少し頑張ります。

岩井会員	─────────────────────

　入会月自祝。

岡元会員	─────────────────────

　渡邉文隆様、本日の卓話宜しくお願い致します。

須田会員	─────────────────────

　第２回50周年実行委員会ご苦労様でした。

本年度累計額　942,500円

●卓　話

「iPS細胞の可能性と課題」

京都大学iPS細胞研究所　所長室　　　　　

基金グループ長　秘書グループ長代行　　　

渡邉	文隆	氏

第2359回　平成30年 3月13日（火）　晴	 12:30 〜 13:30



●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　81.81％

●ビジター	 金沢ＲＣ　黒崎昌俊会員

●幹事報告

・ロータリーレート変更

　4月1日より、１ドル＝104円（現行108円）に変更になり

ます。

・ガバナー事務所より、台湾東部地震被害義捐金の報告

とお礼状が届きました。

　総額　1,567,067円　ガバナー会を通じて3490地区

へ送金されます。

・来週4月3日の例会は、京都東山RC	 50周年記念例会

に振替のため、通常例会はありません。

●ニコニコボック	ス

浜上会員	─────────────────────

　出張でご迷惑をお掛け致します。鍋島会長ノミニー、

本日の例会挨拶宜しくお願い致します。

　・出張でご迷惑をお掛け致します。竹内純会員、本日の

卓話宜しくお願いします。

石野会員	─────────────────────

　竹内純会員、本日の卓話宜しくお願いします。

東会員	──────────────────────

　誕生月自祝。

村西会員	─────────────────────

　誕生日月自祝。

竹内（昭）会員	 ──────────────────

　誕生日自祝。

本年度累計額　950,500円

●卓　話

「測量をもっと身近なものにするために」

金沢南ＲＣ　竹内	　純	会員

第2360回　平成30年 3月27日（火）　晴	 12:30 〜 13:30

3 月定例理事会議事録

●日　時	 平成30年3月13日（火）	例会終了後

●場　所	 ホテル日航金沢		3階	

●審議事項
１．創立50周年記念事業の件
　　クラブ旗の新調と修繕　一式　　　　承認
２．京都東山RC	50周年記念例会の件
３．ロータリーのリーフレット作成の件

●報告事項
１．次年度地区委員推薦の件
　地区ロータリー財団委員会委員　石瀬貴昭会員（継続）
　地区会員拡大増強委員会委員　谷﨑康織会員（新規推薦）
２．金沢8RC幹事会報告
　金沢8RC新年合同例会決算報告
　善行生徒表彰の件

●金沢西RC	 4月13日（金）	 休会
	 4月20日（金）	 18:00〜　和田屋
	 	 「観桜例会」

●金沢南RC	 5月		1日（火）	 休会
	 5月		8日（火）	 休会

●金沢北RC	 4月12日（木）	 18:30〜　松魚亭
	 	 「お花見夜間例会」
	 4月26日（木）	 休会

●香林坊RC	 5月	 7日（月）	 休会

●みなとRC	 4月10日（火）	 ゆわく温泉かなや
	 	 「観桜夜間例会」
	 5月		1日（火）	 休会
	 5月		8日（火）	 休会

●百万石RC	 4月26日（木）	 創立20周年記念例会（4/21）	
	 	 に振替休会

4・5月の例会変更


