
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
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2015.10.6

10月  6日 立食例会
10月13日 観月例会
10月20日 「薬はなぜ効くの？～かんたん薬理学～」
	 てまりグループ　株式会社スパーテル
	 代表取締役社長　橋本昌子氏

卓話予定

10 月のロータリーレート　１ドル＝ 120円

◆誕生日◆
　	 10 日	 岡元洋人会員
　	 14 日	 押野谷正会員
　	 15 日	 須田武久会員
　	 20 日	 朝倉宏三会員

◆結婚記念日◆
	 4 日	 三野　裕会員
	 4 日	 見神幸男会員
	 7 日	 中田成正会員
	 23 日	 木村賢一郎会員
	 26 日	 岡元洋人会員
	 28 日	 石野　茂会員
	 30 日	 山田秀一会員
	 31 日	 松本　要会員

◆皆出席表彰◆
	 38 年	 朝倉宏三会員
	 38 年	 中田成正会員
	 24 年	 大竹正信会員
	 23 年	 野畠耕之介会員
	 8 年	 大原浩幸会員
	 5 年	 祖泉信宏会員
	 5 年	 園田貴之会員
	 2 年	 小坂卓也会員

10 月のお祝い

9月8日　ゲスト
金沢青年会議所　第63代　理事長　北村宜大氏

9月29日　ゲスト
元石川県農林水産部全国植樹祭推進室　山王竹夫氏

9月15日　ゲスト　金沢南RC　石瀬貴昭会員

9月8日　派遣交換学生挨拶　木村拓椰君



●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　90.90％

●ビジター 金沢RC	 西野一郎会員
	 米山奨学生	 馬少福さん
●幹事報告
・本日9月1日、奉仕プロジェクト委員会の炉辺会合が開
催されます。
　　ホテル日航金沢　桃李　18：30
・2015～2016年度ガバナーエレクト事務所が開設され
ました。
・9月5日（土）、社会奉仕委員会講演会が開催されます。
　会場：石川県地場産業振興センター　10：00～11：00
　講師：飛騨産業㈱　代表取締役　岡田賛三氏
　＊ご案内文を受付においてあります。

●ニコニコボック ス
北会員	──────────────────────
　暑い暑いと思っていましたが、だいぶん涼しくなってきま
した。
坂東（久）会員	 ──────────────────
　本日より2学期が始まり、元気よく学校へ行く姿が見
られました。
岩井会員	─────────────────────
　ずいぶん秋らしくなって来ました。涼しくなって、過ご
しやすくなりました。
水野会員	─────────────────────
　25年皆出席、入会月、誕生日自祝。

津田会員	─────────────────────
　先般、母の葬儀に際し、皆様に多大なるご高配を賜り
厚く感謝申し上げます。
浜上会員	─────────────────────
　金沢南ロータリーの皆様にお知らせさせていただきま
す。来週9月8日（火）午後1時30分より石川県立音楽堂交
流ホールにてシベリア抑留展と語り継ぐ会があります。例
会終了後、時間のある方は、立ち寄って見てはいかがです
か、宜しくお願い致します。チラシは今週と来週受付テー
ブルに置いておきます。
塩梅会員	─────────────────────
　結婚記念日自祝。
見神会員	─────────────────────
　誕生日自祝。
星山会員	─────────────────────
　誕生日自祝。
宮澤会員─────────────────────
　誕生日自祝。
奥田会員	─────────────────────
　自宅の新築に関して、先日、お祝いありがとうございま
した。
髙嶋会員	─────────────────────
　結婚記念日自祝。
押野谷会員	────────────────────
　先週の例会、欠席しました。本日のニコニコ多数いた
だきありがとうございます。

本年度累計額　340,000円

第2249回　平成 27年 9月1日（火）　曇り	 12:30 ～ 13:30

●ソング 我等の生業
●出　席 48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 派遣交換学生	 木村拓椰君
●幹事報告
・本日例会終了後、9月定例理事会を開催します。

●ニコニコボック ス
北会員	──────────────────────
　北村金沢ＪＣ理事長様、卓話宜しくお願いします。
　・さわやか北海道へゴルフツアーで行って来ました。参加
の皆様お疲れ様でした。
平野会員	─────────────────────
　誕生月です。
山田会員	─────────────────────
　TRC北海道Gルメツアー参加の皆さん、楽しみました。
浜上会員	─────────────────────
　入会月自祝。
橋本会員	─────────────────────
　誕生日月です。

木村（正）会員	──────────────────
　息子が留学より戻りました。ありがとうございます。
祖泉会員─────────────────────
　有志での北海道ゴルフにて、初日優勝させていただき
ました。
　　トラベルシティ様、ジンギスカン大変美味でした。ご
ちそう様。
竹内会員	─────────────────────
　入会月自祝。
谷﨑会員	─────────────────────
　おととい結婚指輪を購入しました。

本年度累計額　359,000円

●卓　話
「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	～」

公益社団法人　金沢青年会議所　　　　　
　　　　　2015年度		第63代理事長　北村		宜大	氏

第2250回　平成 27年 9月8日（火）　曇り	 12:30 ～ 13:30



●ソング それでこそロータリー
●出　席 39名　欠席/16名（他出席免除3名）
	 前回修正出席率　90.90％

●ビジター
　Zurzach－Brugg	RC　Dransferd	Clemens会員
●幹事報告
・10月に開催されます地区大会の登録料を受付にて集め
ています。まだ、お支払いをされていない方は早めにお
願いします。

●ニコニコボック ス
北会員	──────────────────────
　石瀬会員、本日の卓話宜しくお願い致します。

岩井会員	─────────────────────
　石瀬貴昭会員、卓話期待しております。
石野会員	─────────────────────
　石瀬貴昭会員、本日の卓話宜しくお願いします。
押野谷会員	────────────────────
　石瀬さん、卓話よろしくお願いします。

本年度累計額　368,500円

●卓　話
「マイナンバー制度と近年の税制改正について」

　　　　　金沢南RC　石瀬		貴昭	会員

第2251回　平成 27年 9月15日（火）　晴	 12:30 ～ 13:30

●ソング 手に手つないで
●出　席 39名　欠席/16名（他出席免除3名）
	 前回修正出席率　96.36％

●ビジター 金沢東RC	 松木浩一会員
●幹事報告
・ロータリーレート変更
　10月1日より1ドル＝120円（現行124円）に変更になり
ます。

●ニコニコボック ス
浜上会員	─────────────────────
　山王竹夫様、本日の卓話、宜しくお願いします。
　・9月26日（土）、いしかわ線100周年に合わせて、飲み電
ライブを開催しました。お陰様で大盛況でした。当クラブで
は、アサヒビール本部長北村会員よりビールを提供していた
だきました。ロータリーの友情に感謝、感謝です。
坂東（久）会員	──────────────────
　山王さん、本日の卓話、宜しくお願いします。

山森会員	─────────────────────
　山王様、卓話宜しくお願い致します。10月1日より会長
になります。社長時代は長きにわたりありがとうございま
した。

本年度累計額　375,500円

●卓　話
「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

第2252回　平成 27年 9月29日（火）　晴	 12:30 ～ 13:30

  6日（火） 10月定例理事会　ホテル日航金沢
13日（火） 観月例会　18：30　つば甚
24日（土） 13：00　指導者育成セミナー
	 　　　　　白山市松任学習センター
	 14：35　地区大会　本会議Ⅰ
	 　　　　　白山市松任学習センター
	 17：30　RI会長代理ご夫妻歓迎夕食会
	 　　　　　グランドホテル白山		
25日（日） 12：30　地区大会　本会議Ⅱ
	 　　　　　白山市松任文化会館
	 18：30　地区大会　大懇親会
	 　　　　　白山市松任総合運動公園体育館

10月　行事予定

9月定例理事会議事録

●日　時 平成27年9月8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．観月例会の件
10月13日（火）　つば甚　18：30　　		承認

２.	日台親善会議例会振替の件
協力金として地区全クラブで費用を負担すること
を提案する。

●報告事項
１．会員退会の件
北村直樹会員
　転勤のため8月25日付退会　　　　　承認

2．少年サッカー大会決算報告　　　　　　	承認
3．台湾企業見学
11月12日（木）～14日（土）
見学先　加賀屋

4．金沢8RC合同幹事会報告
①金沢8RC新年合同例会　会費の件
②日台親善会議例会振替の件　意見交換


