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８月３０日（火）

「日本の安全保障環境と陸上自衛隊の取り組み」

陸上自衛隊第１４普通科連隊長兼

金沢駐屯地司令　　１等陸佐　田村　秀樹 氏

　２日（火）　８月定例理事会　例会終了後

　９日（火）　休会

１６日（火）　休会

２１日（日）　少年サッカー大会

　　　　　　 「第２３回金沢南ロータリーカップ」　

　　　　　　  石川県まめだ簡易グランド　9：00

２３日（火）　納涼例会　　フュージョン２１　18：30

8月 行事予定

8月 卓話予定

8月のお祝い

１日　濱坂　晃治会員

２日　塩梅　　修会員

４日　橋本　美里会員

４日　宗守　重泰会員

８日　宮本　治郎会員

１９日　中島　哲夫会員

２６日　祖泉　信宏会員

誕生日

２年　米村誠治会員

皆出席表彰

７月２６日　ゲスト　加賀友禅大使の皆様

２０２２-２３年度会長幹事、統括委員長



◇ニコニコボックス

◇卓話　「就任挨拶」

坂東会員……第54代会長に就任します。奥田幹事共々1年間宜
しくお願いします。

奥田会員……年間賞・入会月自祝。新年度幹事です、1年間よろし
くお願いします。

朝倉会員……坂東会長、奥田幹事のご健闘を期待します。
三好会員……坂東会長はじめ役員の皆様、1年間お世話になりま
す。

東会員……坂東会長、奥田幹事、1年間宜しくお願いします。
　・32年皆出席自祝。
山田会員……坂東会長、奥田幹事、役員の皆さん、1年間お世話に
なります。

津田会員……坂東会長、奥田幹事、期待しています。
鍋島会員……坂東会長、奥田幹事、理事役員の皆様1年お願い致
します。

北会員……坂東会長、奥田幹事、頑張って下さい。誕生日自祝。
塩梅会員……坂東会長、奥田幹事、1年間大変ですが、宜しくお願
いします。

　・入会月自祝。年間賞有難うございます。17年目に突入しま
す。

岡元会員……坂東会長、奥田幹事、1年間宜しくお願い致します。
大原会員……坂東会長、奥田幹事、役員の皆さん、１年間宜しく
お願いします。

・今年度より入会します「中田大介君「濱坂晃治君」、ロータリア
ンとして、今後の活躍を期待しております。

・本年度、親睦活動・出席委員会委員長を拝命しました。委員会メ
ンバーで協力し、友情と親睦を育み奉仕を語り合う場を提供
できる様に務めて参りますので、皆さんのご協力を熱望いた
します。1年間宜しくお願いします。

園田会員……坂東会長、奥田幹事１年間宜しくお願い致します。
祖泉会員……新年度スタート、会長幹事、皆様、宜しくお願い致
します。

星山会員……坂東会長、奥田幹事、1年間宜しくお願いします。
竹内（昭）会員……坂東会長、奥田幹事、1年間宜しくお願いしま
す。

小坂会員……坂東会長、奥田幹事、理事・役員の皆様1年間、宜し
くお願いします。

須田会員……坂東会長、奥田幹事、1年間頑張って下さい。
五十嵐会員……坂東会長、奥田幹事、役員の皆様、1年間宜しくお
願いします。

宮本会員……１年間宜しくお願いします。
中村会員……坂東会長様、奥田幹事様、宜しくご指導お願い致し
ます。

裏野会員……坂東会長、奥田幹事はじめ役員の皆様、1年間宜し
くお願い致します。

山森会員……年間賞・入会月自祝。濱坂さん、中田さん、よろしく
お願いします。

川名会員……なかなか出席できず申し訳ございません。暑い日
が続きますがご自愛ください。

高井会員……1年間よろしくお願い致します。

京都東山ロータリークラブより新年度にあたり
電報をいただきました。
7月のロータリーレートは1ドル＝136円です。
2021-22年度のガバナー事務所閉鎖のお知ら
せがありました。また、2022-23年度ガバナー、
ガバナーエレクト合同事務所が開設されました。

◇ソング　　君が代・奉仕の理想

◇出席　　　35名　欠席　9名　（他出席免除5名）

◇幹事報告　

第2521回　令和4年7月5日（火）　曇り 12：30～13：30

　今年度、副幹事と親睦活動・出席委員会の副委員長を兼務さ
せて頂きます、小坂です。
１年間、何卒宜しくお願い申し上げます。

さて、今年度、クラブ会報の園田委員長の事業計画にもありま
す、思い出の写真を、今月は、私、小坂が担当させて頂きます。
この写真は、２０数年前の、私が高校三年生だった時の体育祭
の写真です。
当時は野球部に所属しており、少しは運動が出来ました。
体育祭も終盤、棒倒し決勝戦の舞台で相手の旗を奪った際の
写真です。
私の高校三年間の中で一番、注目を浴びた瞬間でした。
この写真は、卒業アルバムにも掲載され、存在をアピール出来
た一枚となりました。
Ｐ．Ｓ．双子の弟ではなく、正真正銘、私本人です。

思い出の写真

・

・
・

本年度累計額　 　　65,000円

（本年度目標額　1,000,000円）

会長　坂東　久雄
幹事　奥田　孝行



◇ニコニコボックス

◇卓話　　「統括委員長就任挨拶」

坂東会員……四大統括委員長、本日はよろしくお願いします。
奥田会員……先週の例会にて就任挨拶をさせていただき、無事
にスタートを切ることが出来ました。改めて1年間よろしく
お願いします！本日は統括委員長の皆さん、就任挨拶、よろし
くお願いします。

鍋島会員……年間賞いただきました、自祝。
木下会員……赤の他人が何かの間違い？で何十年も一緒に暮ら
す事になるって神さまのイタズラ？それとも奇跡？

星山会員……年間賞　11年皆出席自祝。
竹内（純）会員……結婚記念日自祝。
濱坂会員……入会させて頂きありがとうございます。今後とも
よろしくお願い致します。

中田会員……7月より入会させていただきました。これから宜し
くお願いします。

　・結婚記念日自祝。
石野会員…ニコニコ委員長を拝命しました。1年間宜しくお願い
します。

　・誕生日自祝。

「会員満足度アンケート」のご協力をお願い致し
ます。
本日例会終了後、７月定例理事会を開催いたしま
す。3階　孔雀の間
来週7月19日は休会です。

◇ソング　　我等の生業

◇出席　　　34名　欠席　10名　（他出席免除5名）

◇決算報告、予算説明

◇幹事報告　

第2522回　令和4年7月12日（火）　曇り 12：30～13：30

◇ニコニコボックス
坂東会員……加賀友禅大使の皆さん、本日卓話よろしくお願い
します。

奥田会員……暑い日が続いています。皆さんコロナの感染にも気
を付けてがんばりましょう！本日の卓話、加賀友禅大使塚谷
彩子代表及び時國・米田両副リーダー、宜しくお願いします。

　・ゴルフ同好会・軽井沢遠征楽しかったです。幹事様段取りお
疲れ様でした。

木下会員……22日～23日の軽井沢方面のゴルフツアーは自称
「晴れ男」が多かった為か？雨にも合わずに楽しく終えまし
た。世話役の皆様、お疲れ様でした。

園田会員……ゴルフ同好会、軽井沢お疲れ様でした。竹内　純
君、お世話ありがとうございました。

石瀬会員……ゴルフ同好会軽井沢ツアーお疲れ様でした。2日
間連続優勝させて頂きました。お世話頂いた竹内　純さん、参
加された皆様、有難うございました。

萩原会員……加賀友禅大使のリーダーの皆様においでいただけ
てプログラム委員長としては嬉しい限りです。

中村会員……加賀友禅大使の皆様、金沢南ロータリーによう
こそ。

5月に開催されました七尾での地区大会のＤＶ
Ｄが届きました。
本日、午後6時30分より桃李にてクラブ運営委
員会炉辺会合を開催します。

◇ソング　　それでこそロータリー

◇出席　　　28名　欠席　16名　（他出席免除5名）

◇幹事報告　

第2523回　令和4年7月26日（火）　曇り 12：30～13：30

・

・

・

・

・

会員組織委員会　　　　　宮本　治郎委員長
クラブ広報委員会　　　　岡元　洋人委員長
クラブ運営委員会　　　　星山　喜久委員長
奉仕プロジェクト委員会　 竹内　昭夫委員長

本年度累計額　 　　95,000円

（本年度目標額　1,000,000円）

●日時　令和4年7月12日（火）　12：00

●場所　ホテル日航金沢　3階　孔雀の間

●議題
1．2021～ 2022年度　決算の件   承認

●日時　令和4年7月12日（火）　例会終了後

●場所　ホテル日航金沢　3階　孔雀の間

●審議事項
1．納涼例会の件
　  8月23日（火）納涼例会　フュージョン21
　  会費　会員　5,000円　配偶者　3,000円

2．少年サッカー大会の件
　  8月21日（日）　まめだ簡易グランドにて開催

本年度累計額　 　　86,000円

（本年度目標額　1,000,000円）

前年度理事会議事録

7月定例理事会議事録

3．その他
　  ・事業所見学について
　  ・会員候補者の例会出席について
　  ・今後は、事業後は報告書を提出する

●報告事項
1．京都東山ＲＣ　表敬訪問について
　  9月13日に8名で訪問する
　  また、11月8日に7名が来訪予定

2．合同会計決算・予算書

代表・リーダー　塚谷　彩子 氏
副リーダー　　  時國まさみ 氏
副リーダー　　  米田　由美 氏

◇卓話　「加賀友禅　～纏う愉しみと喜び～」
加賀友禅大使



入会ご挨拶

株式会社ＡＭ‘sジャパン
代表取締役

濱坂　晃治

この度ロータリー会員として入会させて頂くこととなり

ました株式会社ＡＭ‘ｓジャパンの濱坂と申します。入会に

際しまして大原社長と小坂社長から推薦を頂きましたこ

と、貴重な機会を頂戴したことに心より感謝申し上げます。

私の会社は損害保険と生命保険の代理店事業を行って

おります。現在は三井住友海上および三井住友海上あいお

い生命の専属代理店として事業を行っております。我々保

険代理店の役割としましては単に保険に加入頂くことだけ

ではありません。事故の予防から損害の補償、そして万が

一事故が発生した際のリカバリーまでを含めたサポートを

行うこと、即ちリスクソリューションプロバイダーとしてお

客様に寄り添うことが代理店としての真の役割であること

を念頭におき日々業務を行っております。

経営者である私自身現在社会人１１年目であり経営者と

しましてはまだ４年目と未熟ではありますが、諸先輩方か

ら経営者としての考え方や社会人として生き方を勉強させ

て頂き、今後の自分自身の成長に繋げ社会の役割を果たし

ていくことにぜひ活かしていければと考えております。若輩

者のため、行き届かない点もあるかと存じますが、精一杯努

めたいと思いますのでどうぞよろしくお願い致します。

有限会社　中田サッシ工業所
代表取締役

中田　大介

初めまして、（有）中田サッシ工業所の代表取締役を務め

ます中田と申します。この度、金沢南ロータリークラブへの

入会にご承認いただきありがとうございます。しっかりと交

流を深めていけるよう活動していきたいと思います。

さて、私はアルミサッシの製造、販売、工事を事業とさせ

ていただいております。アルミサッシといっても木造のサッ

シと非木造のサッシとあることは、知らない人も多いと思

います。木造のサッシは主に皆様が住まわれている住宅の

サッシで、非木造のサッシは主に店舗やビルなどのサッシ

となります。私は大学を卒業して、新日軽という会社に就職

し、後にLIXILという会社へ変わっていきましたが、12年働

き金沢へ帰ってまいりました。そちらの会社では非木造を

中心としたビル関係の新築工事、改修工事の営業と施工に

ついて多くの経験をさせていただきました。そして今の会社

へ入社し、2019年に代表取締役に就任いたしました。これ

までは製造をメインとしてきた会社でしたが、自身のこれま

での経験を最も生かせるように自社の製造したサッシを、

自身で売り、自身で施工する会社へと展開していくことで、

地域の皆様に少しでもお手伝いできる会社へと邁進してい

きます。

最後にまだまだ未熟者ではございますが、皆様にお知恵、

お力をお借りしながらにはなりますが、これからも成長で

きるよう努力してまいりますので、何卒宜しくお願い致しま

す。


