
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.986 47-5
2015.11.10

11 月のロータリーレート　１ドル＝ 120円

◆誕生日◆

　	 11 日	 岩本秀雄会員

　	 28 日	 木下隆雄会員

◆結婚記念日◆

	 1 日	 北			敏一会員

	 2 日	 土井正人会員

	 3 日	 山森潤一会員

	 4 日	 園田貴之会員

	 8 日	 岩本秀雄会員

	 11 日	 大山光則会員

	 15 日	 髙木慎一朗会員

	 15 日	 竹内昭夫会員

	 19 日	 坂東久雄会員

	 21 日	 中島哲夫会員

	 22 日	 山内謙一会員

	 29 日	 鍔　一郎会員

◆皆出席表彰◆

	 43 年	 三野　裕会員

	 30 年	 坂東平一会員

	 16 年	 押野谷正会員

11 月のお祝い

10月13日　ご結婚のご挨拶
谷﨑康織会員、有美香さん

10月13日　観月会
「俵屋宗達の屏風について説明をされる　　
　　　　　　　　　　つば甚女将　鍔正美様」

10月20日　ゲスト　てまりグループ　㈱スパーテル
代表取締役社長　橋本昌子氏



●ソング	 君が代・奉仕の理想
●出　席	 41名　欠席/14名（他出席免除3名）
	 前回修正出席率　96.36％

●ビジター	 金沢RC	 吉田國男会員
	 金沢東RC	 笠間史盛会員
	 米山奨学生	 馬少福さん
●幹事報告
・本日例会終了後、10月定例理事会を開催いたします。
・来週10月13日は、夜間例会です。
　つば甚　点鐘18：30

●ニコニコボック	ス
北会員	──────────────────────
　朝夕と涼しくなりました。体調に気を付けて頑張りましょ
う。
三野会員	─────────────────────
　結婚記念日自祝。
朝倉会員	─────────────────────
　年間賞、誕生日、入会月自祝。
中田会員	─────────────────────
　年間賞、入会月、結婚記念日自祝。
加藤会員	─────────────────────
　外孫ですが、初孫ができました。
坂東（平）会員	──────────────────
　入会月自祝。
山田会員	─────────────────────
　結婚記念日自祝。
大竹会員	─────────────────────
　24カ年皆出席自祝。

野畠会員	─────────────────────
　年間賞自祝。
見神会員	─────────────────────
　結婚記念日、お陰様で自祝。
石野会員	─────────────────────
　結婚月自祝。
大原会員	─────────────────────
　皆出席自祝、入会月自祝。
祖泉会員─────────────────────
　５年皆勤賞、ありがとうございます。
園田会員	─────────────────────
　５年皆出席、入会月自祝。
小坂会員─────────────────────
　２年皆出席、入会月自祝。
須田会員	─────────────────────
　誕生日自祝。
木村（賢）会員	──────────────────
　結婚記念日自祝。気付かせて頂きありがとうございま
す。
奥田会員	─────────────────────
　親睦委員会、先日は親睦会お疲れ様でした。新入会員
にとって懇親を深められた事、良かったです。今後ともよ
ろしくお願いします。
押野谷会員	────────────────────
　誕生月自祝。

本年度累計額　444,500円

第2253回　平成 27年10月6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％

●ビジター	 米山奨学生	 馬少福君
●幹事報告
・ガバナーノミニー候補の告知がありました。
　若林啓介君（富山RC）
　10月19日までに異議の申し立てがない場合、ガバナー
ノミニーとして宣言されます。

●ニコニコボック	ス
北会員	──────────────────────
　谷﨑家、山田家のご繁栄を記念します。
　・親睦活動・出席委員会の平山委員長はじめ委員の皆様、
本日は宜しくお願いします。
坂東（久）会員	──────────────────
　谷﨑さん、山田さん、昨日はおめでとうございました。
新保会員	─────────────────────
　お休みが続きました。
山田会員	─────────────────────
　親睦委員会の皆さん、本日は、昨日飲み忘れの分も飲

みます。ありがとうございます。
　・谷﨑康織、有美香の婚礼を無事済ませました。長時
間にわたり、ご出席いただきました皆様、また、南ロータ
リーの皆様、ありがとうございました。今後、親子共 ご々
指導宜しくお願いします。
津田会員	─────────────────────
　谷﨑有美香さん、ようこそ。
浜上会員	─────────────────────
　平山委員長はじめ、親睦出席委員の皆様、本日はご苦
労様です。観月会楽しみにしています。
酒田会員	─────────────────────
　谷﨑家、山田家ご結婚おめでとう御座います。
　・親睦活動・出席委員会の皆様、今宵は楽しみにしてお
ります。
石野会員	─────────────────────
　先日の麻雀大会は運のお陰で一位を戴きました。景
品は開けてびっくり、箱一杯の松茸で家族は「にっこり」。
美味しく戴きました。有難うございました、感謝。
大原会員	─────────────────────
　親睦活動・出席委員会の皆さん、本日の観月会宜しく

第2254回　平成 27年10月13日（火）　曇り	 18:30 〜 20:30



●ソング	 それでこそロータリー
●出　席	 40名　欠席/16名（他出席免除3名）
	 前回修正出席率　92.85％

●ビジター	 金沢西RC	 野中雅志会員
●幹事報告
・来週10月27日の例会は、地区大会に振替のため通常
例会はありません。
・10月24日（土）
　13：00　指導者育成セミナー
　14：35　地区大会　本会議Ⅰ
	10月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　松任総合運動公園

●ニコニコボック	ス
橋本昌子様	────────────────────
　卓話謝礼をニコニコへ。
北会員	──────────────────────
　橋本先生、本日の卓話宜しくお願い致します。
　・柳原新会員の入会を歓迎します。
松本会員	─────────────────────
　結婚月自祝。
三好会員─────────────────────
　先週は娘の結婚式から始まり、週末は茨城水戸と、沢
山のお酒を飲む事ができ、いろいろ感謝の1週間でした。

山田会員	─────────────────────
　柳原さん、入会お待ちしていました。一緒にロータ
リーを楽しみましょう。
木下会員	─────────────────────
　谷﨑君、有美香さん、ご結婚おめでとうございます。
幸せになってください。
岡元会員	─────────────────────
　誕生日自祝、結婚記念日自祝。
谷﨑会員	─────────────────────
　結婚のお祝いをいただき、ありがとうございました。
柳原会員	─────────────────────
　本日、入会をさせて頂きます。柳原行生でございます。
どうぞよろしくお願い致します。
押野谷会員	────────────────────
　先週の観月会には、大変多くのニコニコをいただきあ
りがとうございました。毎回皆様宜しくお願い致します。

本年度累計額　598,000円

●卓　話
「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
石川県薬剤師会　常務理事　　　　　

橋本昌子（はしもと	まさこ）氏

第2255回　平成 27年10月20日（火）　晴	 12:30 〜 13:30

お願いします。
　・谷﨑家、山田家結婚おめでとうございます。盛大な披
露宴に出席させていただきました。幸せな家庭を！！
祖泉会員	─────────────────────
　山田家、谷﨑家おめでとうございます。
園田会員	─────────────────────
　谷﨑君、山田さん昨日はおめでとうございました。
見神会員	─────────────────────
　観月会、親睦活動・出席委員会皆様ありがとう。
岩本会員	─────────────────────
　谷﨑康織さん、奥様、ご結婚おめでとうございます。
谷﨑会員	─────────────────────
　昨日はご多忙の中、私たちの結婚披露宴にご出席い
ただき、誠に有難うございます。また、たくさんのお祝い
の品物や祝電をいただきましたこと、重ねて御礼申し上
げます。二人で仲よく幸せな家庭を築いていきたいと思
います。
小坂会員	─────────────────────
　谷﨑様、山田様、ご結婚おめでとうございます。
池田会員	─────────────────────
　マージャン大会でブービー賞をいただきました。おい
しいマツタケをありがとうございました。
押野谷会員	────────────────────
　結婚式に出席させていただきありがとうございました。

本年度累計額　557,500円

●卓　話
「観月会」



アサヒビール株式会社　　　
北陸統括本部長　柳原行生

　
　皆さんこんにちは。	

　この度、金沢南ロータリークラブに入

会をさせていただきます、アサヒビール

株式会社　柳原	行生（ヤナギハラ	ユキオ）と申します。	

この9月の異動で、茨城支社より北陸統括本部に着任して

参りました。	

	前任地の茨城では、水戸ロータリークラブに2年8ケ月お

世話になっておりました。金沢南ロータリークラブでも前

任者の北村同様、よろしくお願いいたします。	

　生まれは三重県鈴鹿市で、留守宅は京都、単身生活は

金沢が3ケ所目で8年目となります。北陸新幹線開業元年

に、この北陸金沢でのお仕事・生活にご縁を頂きました。	

　歴史と伝統、文化と芸術の息づく街、そして何より食文

化の豊かな街＝金沢での生活が楽しみです。	

　金沢南ロータリークラブの皆様と親睦・友和を深めさ

せていただき、ロータリーライフを楽しませていただきた

いと思っております。	

　今後とも、どうぞ、よろしくお願いいたします。

10 月定例理事会議事録

●日　時	 平成27年10月6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．台湾企業見学
11月12日（木）〜14日（土）
見学先　日勝生加賀屋	 承認

２.	新会員候補者の件
１名について　職業分類　ビール製造	 承認

→　地区大会へ振替

第2256回　平成 27年10月27日（火）

入 会 ご 挨 拶

11月10日	 立食例会
11月17日	 「脳梗塞をおこす不整脈」
	 浅ノ川総合病院内科部長　金山寿賀子氏
11月24日	「出会いから学ぶ」
	 金沢南RC　奥田孝行会員

卓話予定

10日（火）	 11月定例理事会　例会終了後
10日（火）	 パスト会長会　18：30　つば甚

11月　行事予定
●金　沢RC	 11月		4日（水）休　会
	 11月25日（水）18:00〜	金沢ニューグランドホテル

	 　　　　　　　「夜間例会」

●金沢西RC	 11月13日（金）	5RC合同例会に振替休会
	 11月27日（金）18:00〜	和田屋「紅葉例会」

●金沢北RC	 11月26日（木）18:00〜	六角堂	グリル＆バー
	 　　　　　　　「第2000回記念例会」

●香林坊RC	 11月		2日（月）休　会
●みなとRC	 11月17日（火）→	11月12日（木）
	 	 5RC合同夜間例会に振替

	 11月24日（火）10:30〜	石川テレビ放送㈱

	 　　　　　　　「職場見学例会」

●百万石RC	 11月12日（木）19:00〜	招龍亭
	 　　　　　　　「会場変更例会」	

	 11月19日（木）18:30〜	フラワーガーデン

	 　　　　　　　「オープンロータリー」

	 11月26日（木）19:00〜	招龍亭

	 　　　　　　　「会場変更例会」

11月の例会変更


