
会長  北　 敏一
幹事  坂東 久雄

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）／金沢都ホテル
※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。

金沢南ロータリークラブ
クラブ会報委員長　　水野 義男
クラブ会報副委員長　岩本 秀雄

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
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
　　　　E-mail  minamirc@angel.ocn.ne.jp
　　　　URL  http://www.kanazawa-south.jp/

世界へのプレゼントになろう
Be a gift to the world

R Iテーマ

ロータリーを楽しむ地区テーマ

ロータリーは友情と奉仕の集団クラブ目標

No.984 47-3
2015.9.1

  1日（火） 奉仕プロジェクト炉辺会合
	 　18：30　ホテル日航金沢
  8日（火） 次副会長選考委員会
	 　12：00　ホテル日航金沢
  8日（火） ９月定例理事会
	 　13：30　ホテル日航金沢

9月　行事予定

9 月  1日 立食例会
9 月  8日 「世界都市金沢に向けた新たな価値の創造
	 （Feel	the	Impact	of	Kanazawa）
	 ～	私たち自身の未来のために挑戦しよう	～」
	 金沢青年会議所
	 2015年度第63代理事長　北村宜大氏
9 月15日 金沢南RC　石瀬貴昭会員
9 月29日 「第66回全国植樹祭いしかわ2015を終えて」
	 元石川県農林水産部
	 　全国植樹祭推進室　山王竹夫氏

卓話予定

8月25日　表敬訪問ご挨拶
京都東山RC　岩橋忠昭会長

8月25日　ゲスト
金沢市長　山野之義氏

◆誕生日◆
	 2 日	 宮澤秀幸会員
	 5 日	 見神幸男会員
	 10 日	 水野義男会員
	 14 日	 星山喜久会員
	 16 日	 橋本光司会員
	 25 日	 平野忠泰会員

◆結婚記念日◆
	 8 日	 塩梅　修会員
	 22 日	 髙嶋俊英会員

◆皆出席表彰◆
	 25 年	 水野義男会員
	 2 年	 竹内昭夫会員

9 月のお祝い

9 月のロータリーレート　１ドル＝ 124円

●金　沢RC	 9月30日（水）時間未定　金沢ニューグランドホテル
	 　　　　　　	「夜間例会」
●金沢西RC	 9月25日（金）	休	会
●金沢北RC	 9月24日（木）	休	会

9 月の例会変更



●ソング 君が代・奉仕の理想
●出　席 47名　欠席/10名（他出席免除3名）
	 前回修正出席率　90.90％

●ビジター 米山奨学生	 馬少福さん
●幹事報告
・来週8月11日、クラブ運営委員会の炉辺会合が開催さ
れます。志げ野　18：30より。
・８月14日は休会です。
・8月18日（火）は、納涼例会です。
	 ホテル日航金沢　点鐘18：30

●ニコニコボック ス
北会員	──────────────────────
　髙嶋様の入会を歓迎いたします。
山田会員	─────────────────────
　7月25・26日白山登山に行って来ました。今回は、
六十数回登った中でも最高の天気と景色でした。苦を
忘れて初めて感動しました。

東会員	──────────────────────
　岡元さん、色 と々ありがとうございます。
塩梅会員	─────────────────────
　誕生日自祝。
祖泉会員─────────────────────
　暑さも彼岸まで。16日のロータリーカップ少年サッ
カー大会、観戦の皆様、熱中症に気を付けてください。
　・誕生日自祝。
宮澤会員─────────────────────
　年間賞自祝。
　・入会月自祝。
池田会員	─────────────────────
　誕生日自祝。
木村（賢）会員	──────────────────
　誕生月自祝。次男が高校野球部キャプテンを拝命。父
母会共に一年間頑張りたいと思います。甲子園めざして。

本年度累計額　143,500円

第2246回　平成 27年 8月4日（火）　晴	 12:30 ～ 13:30

●ソング それでこそロータリー
●出　席 48名　欠席/10名（他出席免除3名）
	 前回修正出席率　90.90％

●ニコニコボック ス
北会員	──────────────────────
　平山委員長はじめ親睦委員会の皆様、宜しくお願い致し
ます。
　・ロータリーカップ、応援の皆様暑い中ご苦労様でした。
坂東（久）会員	 ──────────────────
　サッカー大会、暑い中お疲れ様でした。
松本会員	─────────────────────
　先日のロータリーカップ、お世話された方、出席され
た方 ご々苦労様でした。
三好会員─────────────────────
　親睦委員会の皆様、今日はお世話様です。
岩井会員	─────────────────────
　8月16日（日）の金沢南ロータリーカップ少年サッ
カー大会は、暑い中役員の方 ご々苦労様でした。本日の
納涼例会設営ご苦労様です。
東会員	──────────────────────
　親睦活動・出席委員会の皆様、お世話ありがとうござ
います。
山田会員	─────────────────────
　少年サッカー大会、盛況のうちに終了し、北会長、パ
パ実行委員長、大山青少年委員長、ご苦労様でした。
　・親睦委員長平山さん、委員会の皆さん、楽しましてね！
鍋島会員	─────────────────────
　少年サッカー、納涼会とお疲れ様です。
浜上会員	─────────────────────
　平山委員長はじめ親睦出席委員会の皆様ご苦労様で
す。本日の納涼楽しみにしています。

　・少年サッカー大会ご苦労様でした。当日所用で行けな
くなりました。申し訳なく思っています。
山内会員	─────────────────────
　この前の炉辺会合お疲れ様でした。北会長、浜上委
員長、ごちそう様でした。
　・誕生日自祝。
酒田会員	─────────────────────
　北会長、坂東幹事、津田さん、大山さん、第18回ロー
タリーカップ４年生大会のお世話ご苦労様でした。
　・納涼会、楽しみにしております。
山森会員	─────────────────────
　親睦委員会の皆さん、今日は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、今日はありがとうござ
います。
見神会員	─────────────────────
　親睦活動・出席委員会の皆様、本日はリラックスしま
す。お世話ありがとうございます。
大原会員	─────────────────────
　親睦活動委員会の皆さん、本日は宜しくお願い致します。
　・津田先生、大山委員長、少年サッカー大会ご苦労様で
した。
祖泉会員─────────────────────
　残暑の中、ロータリーカップサッカー大会、観戦あり
がとうございました。
大山会員	─────────────────────
　ロータリーカップ無事終了しました。ご協力いただい
たすべての皆様、本当にありがとうございました。
小坂会員─────────────────────
　先週のクラブ運営委員会炉辺会合、大変お疲れ様で
ございました。先輩の皆様、二次会、ありがとうございま

第2247回　平成 27年 8月18日（火）　晴	 18:30 ～ 20:45



●ソング 手に手つないで
●出　席 48名　欠席/7名（他出席免除3名）
	 前回修正出席率　90.90％

●ビジター 京都東山RC	 岩橋忠昭会員
	 	 渡辺剛士会員
	 	 岡武和暁会員
	 	 平野俊雄会員
	 	 清水泰博会員
	 金沢東RC	 星　忠利会員
	 	 谷村庄太郎会員
●幹事報告
・本日例会終了後、京都東山ロータリークラブの方 と々の
懇談会を開催します。
・ロータリーカップ４年生大会のお礼状が届いています。
・8月の特別月間の名称が、「会員増強・拡大月間」から「会
員増強・新クラブ結成推進月間」に変更になりました。

●ニコニコボック ス
京都東山RC	───────────────────
　本日は宜しくお願い致します。
北会員	──────────────────────
　岩橋会長をはじめ、京都東山ロータリーの皆様、よう
こそおいでくださいました。
　・山野金沢市長様、本日の卓話宜しくお願い致します。
坂東（久）会員	──────────────────
　京都東山ロータリーの皆様、本日ようこそお越し下さ
りました。
　・山野市長、本日の卓話楽しみにしております。

岩井会員	─────────────────────
　京都東山ロータリークラブからようこそいらっしゃいま
した。大歓迎いたします。その節は有難うございました。
加藤会員	─────────────────────
　岩井さん、早 と々米山奨学金のご寄附ありがとうござ
います。
浜上会員	─────────────────────
　姉妹クラブ京都東山RCの皆様、表敬訪問ありがとう
ございます。本日の例会をお楽しみ下さい。
山森会員	─────────────────────
　山野市長、今日はお忙しい中南ロータリークラブにお
いでくださいましてありがとうございます。
北村会員	─────────────────────
　金沢南RCの皆様には大変お世話になりましてありが
とうございました。これからもアサヒグループ商品のご
愛飲、ご指名を宜しくお願い致します。
髙嶋会員	─────────────────────
　納涼例会ありがとうございました。これからもよろしく
お願いします。
高本会員	─────────────────────
　ニコニコの主旨を再理解して。

本年度累計額　290,500円

●卓　話
「歴史文化資産を生かしたまちづくり」

金沢市長　山野		之義	氏

第2248回　平成 27年 8月25日（火）　晴	 12:30 ～ 13:30

した。御礼の気持ちにニコニコさせて頂きます。
西川会員	─────────────────────
　先週のクラブ運営委員会炉辺会合、大変お疲れ様で
した。先輩方、二次会はありがとうございました。ニコニ
コに還元致します。
須田会員	─────────────────────
　サッカー大会、ご苦労様です。
木村（賢）会員	──────────────────
　先日の運営委員会炉辺会合、二次会での楽しいひと
時、ありがとうございました。
奥田会員	─────────────────────
　遊学館、残念ながら甲子園にて３回戦で負けましたが、
息子の良い思い出になったと思います。甲子園出場を記
念して・・・。
　・住宅を新築しました、快適です。
押野谷会員	────────────────────
　第18回ロータリーカップ、暑い中多数のご参加ごくろ
うさまでした。北会長、津田大会長、大山様、お疲れ様
でした。

本年度累計額　206,500円

●卓　話
「納涼例会」



株式会社ＮＴＴフィールドテクノ　
北陸支店長　髙嶋　俊英

　
　8月4日から金沢南ロータリークラブ
に入会させていただきました、株式会
社NTTフィールドテクノ北陸支店の髙

嶋俊英です。どうぞよろしくお願い致します。
　改めて自己紹介させていただきます。
　昭和38年3月18日生まれの52才で、金沢市長坂に居
住しております。
　昭和62年4月に日本電信電話株式会社に採用され、当
時の小松電報電話局に配属されました。採用以来28年
が経過しますが、大阪11年の勤務経験があります。
　弊社は、北陸3県13拠点で事業を展開しております。会
員の皆様方で、お困りごとがありましたら、いつでもご相
談ください。

入 会 ご 挨 拶 8月定例理事会議事録

●日　時 平成27年8月4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．少年サッカー大会「ロータリーカップ」の件
予算案について　　　　承認

２.	派遣交換学生推薦の件
髙木景将君を推薦　　　承認

３.	地区委員推薦の件
日台親善会議実行委員会　委員（式典部会）
竹内昭夫会員を推薦　　承認

●報告事項
１．台湾企業見学　11月12日（木）～14日（土）

開催日　8月16日（日）

会　場　石川県まめだ簡易サッカー場

結　果　優　勝　泉クラブＵ－12ジュニア

　　　　準優勝　金沢南ジュニアサッカークラブ

　　　　第３位　エスペリオＦＣ

第18回ロータリーカップ４年生大会

平成27年8月吉日
金沢南ロータリークラブ　様

「第18回ロータリーカップ4年生大会」主催の御礼

ロータリーカップ実行委員会
実行委員長　高川雅彦

謹啓
残暑厳しき候、皆様には益々ご清祥のこととお喜び申し上
げます。
さて、過日行われました第18回ロータリーカップ4年生大
会につきましては、絶大なる主催、ご高配を賜り関係者一
同深く感謝申し上げます。
　私共、少年サッカー指導部、育成会は将来の日本を支え
る少年たちにスポーツを通じ人に優しく、礼儀正しい子
供達の育成を目指し、指導しております。また、試合を通
じ、互いの協力、友情を大切にするよう頑張っておりま
す。
今後とも、ご理解の上、ご指導、ご協力の程、宜しくお願
い申し上げます。
　書中にて大変失礼ではありますが、金沢南ロータリー
クラブ様の益々のご発展をお祈りし、第18回ロータリー
カップ4年生大会の主催の御礼を申し上げます。

謹白


