
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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2018.6.5

6 月のロータリーレート　１ドル＝ 110円

6月  5日　立食例会

6月12日　ヴァイオリニスト　エリカ氏

6月19日　最終夜間例会

卓話予定
12日（火） ６月定例理事会　例会終了後
19日（火） 最終夜間例会
	 　点鐘	18:30　　ホテル日航金沢
26日（火） 休　会

６月　行事予定

5月22日　ゲスト
ヨシダ宣伝㈱代表取締役社長　中居　寿氏

5月29日　ゲスト
元高松町町長　城村農園代表　城村孝一郎氏

６月のお祝い

◆誕生日◆

	 2 日	 中田　成正会員

	 6 日	 大原　浩幸会員

	 24 日	 髙木慎一朗会員

◆結婚記念日◆

	 7 日	 宮本　治郎会員

	 7 日	 押野谷　正会員

	 11 日	 木村　正栄会員

	 15 日	 大原　浩幸会員

◆皆出席表彰◆

	 33 年	 鍔　　一郎会員

	 17 年	 北　　敏一会員

	 16 年	 浜上　　満会員

	 12 年	 坂東　久雄会員

	 12 年	 酒田　長昭会員

	 3 年	 須田　武久会員

	 1 年	 宮本　治郎会員

	 1 年	 竹内　　純会員



●ソング 君が代・奉仕の理想
●出　席 41名　欠席/12名（他出席免除3名）
●ビジター 交換学生　アイザイア・ケネディ君
●幹事報告
・ロータリーレート変更
　５月１日より1ドル＝108円に変更になりました。
・金沢百万石ロータリークラブより、創立20周年記念事
業のお礼状をいただきました。
・本日例会終了後、５月定例理事会を開催します。
　５階　松の間

●ニコニコボック ス
浜上会員	─────────────────────
　会員の皆様、久しぶりの例会です。連休の期間いかが
お過ごしでしたか。
　　充電ができた人、連休疲れの人、いろいろではないで
しょうか？残り１か月半頑張ります。
松本会員	─────────────────────
　お陰様で32年年間賞有難うございます。
三好会員─────────────────────
　あっという間の30年でした。年間賞ありがとうござい

ます。結婚記念日自祝。
岩井会員	─────────────────────
　誕生日自祝。
山田会員	─────────────────────
　誕生日においしいお菓子ありがとうございました。孫
に服とくつをプレゼントしました。
津田会員	─────────────────────
　25年皆出席ありがとうございます。
鍋島会員	─────────────────────
　誕生日自祝。
北会員	──────────────────────
　入会月自祝。
谷﨑会員	─────────────────────
　年間賞自祝。
奥田会員	─────────────────────
　５/９ゴルフ同好会コンペにて優勝でした。ありがとう
ございました。

本年度累計額　1,062,500円

第2365回　平成30年 5月15日（火）　晴	 12:30 〜 13:30

●ソング 我等の生業
●出　席 37名　欠席/17名（他出席免除3名）
	 前回修正出席率　90.56％

●幹事報告
・本日例会終了後、次年度理事会を開催します。
　５階　梅の間

●ニコニコボック ス
浜上会員	─────────────────────
　ヨシダ宣伝㈱代表取締役社長中居寿様、本日の卓話
宜しくお願いします。
　・宇都宮公稔様、ご入会おめでとうございます。これか
ら健康に留意され、奉仕、友情、ロータリー活動に頑
張ってください。
石野会員	─────────────────────
　ヨシダ宣伝株式会社代表取締役社長中居寿様、本日の

卓話宜しくお願いします。
平野会員	─────────────────────
　結婚月です。
東会員	──────────────────────
　結婚月です。
岡元会員	─────────────────────
　中居寿様、本日の卓話宜しくお願い致します。

本年度累計額　1,069,500円

●卓　話
「山里の風景と情景」

ヨシダ宣伝株式会社　　　　　　　　
　　　　　　　代表取締役社長　中　居　　寿	氏

第2366回　平成30年 5月22日（火）　晴	 12:30 〜 13:30

●ソング それでこそロータリー
●出　席 42名　欠席/12名（他出席免除3名）
	 前回修正出席率　81.48％

●幹事報告
・本日例会終了後、次年度クラブ協議会を開催します。
　3階　孔雀の間

●ニコニコボック ス
浜上会員	─────────────────────
　城村農園代表城村孝一郎様、本日の卓話、宜しくお
願い致します。
石野会員	─────────────────────
　木村農園代表城村孝一郎様、本日の卓話宜しくお願
いします。

東会員	──────────────────────
　岡元さん、先日はありがとうございました。
岡元会員	─────────────────────
　城村孝一郎様、本日の卓話宜しくお願いいたします。
木村（正）会員	──────────────────
　昨日魚釣りに行って来ました。80センチのヒラマサ
が釣れました。初めてのヒラマサでとてもうれしいです。

本年度累計額　1,074,500円
●卓　話
「永田町での青春と町長は早朝パトロール中」

元高松町町長　　　　　　　　　　
　　　　　　城村農園　代表　城		村　孝一郎	氏

第2367回　平成30年 5月29日（火）　晴	 12:30 〜 13:30



5 月定例理事会議事録

●日　時 平成30年5月15日（火）	例会終了後

●場　所 ホテル日航金沢		５階　松の間	

●審議事項
１．最終夜間例会の件
　	6月19日（火）最終夜間例会
　	点鐘18：30　会費5,000円
２．ロータリーリーフレット（案）について

次年度理事会議事録

●日　時 平成30年5月22日（火）	例会終了後

●場　所 ホテル日航金沢　5階　梅の間

●議　題
１．予算案について	 承認
２．事業計画案について
３．炉辺会合について
会員組織	 	 7月17日（火）
クラブ広報	 		9月		4日（火）
クラブ運営	 10月		2日（火）
奉仕プロジェクト	 	 8月		7日（火）

ＳＭＢＣ日興証券㈱金沢支店　　
支店長　宇都宮 公稔

　
　この度は金沢南ロータリークラブへ

の入会のご承認をいただきまして誠に

ありがとうございました。宇都宮公稔

（うつのみや	きみとし）と申します。

　私はＳＭＢＣ日興証券に勤務しており４月の人事異動

で金沢支店長に着任いたしました。簡単な自己紹介を

させていただきます。生まれは四国の香川県高松市です。

平成３年に、関西学院大学を卒業し、日興証券に入社い

たしました。会社での経歴は、高松支店・上野支店・立川

支店で営業マンを務め、大宮支店・神戸支店・名古屋支

店で課長職、その後は蒲田支店長・金融市場マーケティ

ング部長・西宮支店長・金沢支店長といった経歴になり

ます。家族は５人家族で妻と２人の娘と1人の息子がいま

す。持ち家が神戸にありますので金沢では単身赴任にな

ります。

　前任地の西宮では、西宮夙川ロータリークラブに入会

させていただいております。２年間の短い期間のロータ

リーライフでしたが、非常に楽しく有意義な時間を過ご

すことができました。

　転勤ありのサラリーマンですので数年の期間になって

しまうとは思いますが、金沢でも楽しく有意義なロータ

リーライフを過ごしたいと思っております。何卒、よろしく

お願い申し上げます。

入 会 ご 挨 拶

●金沢RC	 		6月27日（水）	 休　会

●金沢東RC	 		6月		4日（月）	 18：30〜　「60周年慰労例会」	 ANAホリデイ・イン金沢スカイ

 		6月18日（月）	 休　会

●金沢西RC	 		6月22日（金）	 18：00〜　「最終例会」	 金沢東急ホテル

 		6月29日（金）	 休　会

●金沢南RC	 		6月19日（火）	 18：30〜　「最終夜間例会」	 ホテル日航金沢
	 		6月26日（火）	 休　会

●金沢北RC	 		6月21日（木）	 18：30〜　「最終夜間例会」	 松魚亭
	 		6月28日（木）	 休　会

●香林坊RC	 		6月18日（月）	 　　　　　「やれやれ会」	 粟津温泉のとや
	 		6月25日（月）	 休　会	

●みなとRC	 		6月26日（火）	 休　会

●百万石RC	 		6月28日（木）	 　　　　　「会長・幹事慰労会」	 会場未定

６月例会変更のご案内


