
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.988 47-7
2016.1.19

1 月のロータリーレート　１ドル＝ 120 円

12月8日　ゲスト　表谷吉雄氏

12月15日　ゲスト
慶覚寺  住職　泉　　澂氏

12月22日
年忘れ家族会

1月19日　立食例会
1月26日 「石川の食材（加賀野菜、能登野菜その他）」
 金沢南RC　須田武久会員

卓話予定

1月19日（火）  １月定例理事会　11:30

１月行事予定

１月のお祝い

◆誕生日◆
 18 日 三野　裕会員
 18 日 西川寛之会員
 19 日 坂東久雄会員
 22 日 松本　要会員
 22 日 津田幸夫会員
 23 日 鍔　一郎会員
 23 日 山本忠彦会員
 31 日 三好研一会員

◆結婚記念日◆
 15 日 高本昭二会員
 16 日 柳原行生会員
 18 日 西川寛之会員

◆皆出席表彰◆
 32 年 平野忠泰会員
 25 年 加藤英資会員
 13 年 木下隆雄会員
 9 年 木村正栄会員
 8 年 岩本秀雄会員
 7 年 村西暢之会員 
 1 年 石瀬貴昭会員



●ソング 君が代・奉仕の理想

●出　席 47名　欠席/8名（他出席免除3名）

 前回修正出席率　95.54％

●ビジター 米山奨学生 馬少福さん

●幹事報告

・12月8日、11：30より、12月定例理事会を開催します。

　例会後は、被選理事会を開催いたします。

●ニコニコボック ス

北会員 ──────────────────────

　今年もあと１カ月となりました。皆様、仕事頑張りま

しょう！

平野会員 ────────────────────

　入会月です。

木村（正）会員 ──────────────────

　誕生日自祝。

星山会員 ─────────────────────

　結婚記念日自祝。

小坂会員─────────────────────

　11月29日に弟が入籍・結婚致しました。私も頑張りま

す。

　・誕生日自祝。

奥田会員 ─────────────────────

　結婚記念日自祝。

柳原会員 ─────────────────────

　お誕生祝、ありがとうございます。

本年度累計額　698,000円

第2260回　平成 27年12月1日（火）　晴 12:30 〜 13:30

●ソング 我等の生業

●出　席 43名　欠席/12名（他出席免除3名）

 前回修正出席率　88.67％

●ニコニコボック ス

北会員 ──────────────────────

　表谷様、西様、本日の卓話宜しくお願いします。

浜上会員 ─────────────────────

　「ロシアの地に眠る父の埋葬地捜し」と題して表谷吉

雄さん、本日の卓話よろしくおねがいします。

本年度累計額　701,000円

●卓　話

「ロシアの地に眠る父の埋葬地捜し」

表谷  吉雄 氏

第2261回　平成 27年12月8日（火）　晴 12:30 〜 13:30

●ソング それでこそロータリー

●出　席 37名　欠席/18名（他出席免除3名）

 前回修正出席率　81.13％

●ビジター ガバナー補佐　泉　　澂会員（金沢RC）

●幹事報告

・来週12月22日は、夜間例会です。

 「年忘れ家族会」 ホテル日航金沢　18：30

・1月5日は休会です。

●ニコニコボック ス

泉ガバナー補佐 ──────────────────

　本日はガバナー補佐訪問をかねて卓話をさせていただき

ます。

北会員 ──────────────────────

　泉ガバナー補佐様、本日の卓話宜しくお願い致します。

坂東（久）会員 ──────────────────

　泉ガバナー補佐様、本日の卓話楽しみにしております。

押野谷会員 ────────────────────

　チョットさびしくなったニコニコです。来週は皆様多く

のニコニコよろしくお願いします。

表谷吉雄氏 ───────────────────

　卓話の機会をいただきありがとうございました。

本年度累計額　720,500円

●卓　話

「花は咲く」

慶覚寺　　　　　　  

　　　　　住職　泉　　澂 氏

第2262回　平成 27年12月15日（火）　曇り 12:30 〜 13:30



12 月定例理事会議事録

●日　時 平成27年12月8日（火） 11：30

●場　所 ホテル日航金沢　3階　孔雀の間

●審議事項
１．会員退会の件 承認

坂東平一会員
　体調不良により12月27日付　 退会
近江純一会員
　転勤のため12月25日付　　　退会

被選理事会議事録

●日　時 平成27年12月8日（火） 例会終了後

●場　所 ホテル日航金沢　3階　孔雀の間

●議題
１．会場監督選任の件
　　星山喜久会員を選任　　　　　　　　承認

●ソング 奉仕の理想

●出　席 46名　欠席/16名

 前回修正出席率　92.45％

●幹事報告

・１月7日は「金沢8RC新年合同例会」です。

　ホテル日航金沢　点鐘18：30

・1月12日の例会は、金沢8RC新年合同例会に振替です。

●ニコニコボック ス

北会員 ──────────────────────

　平山委員長をはじめ親睦活動委員会の皆様、よろしく

お願いします。

　・今年はお世話になりました。来年もよろしくお願い致

します。

坂東会員─────────────────────

　平山委員長をはじめ、親睦委員会の皆様、本日は宜し

くお願いします。

新保会員 ─────────────────────

　楽しい家族クリスマスパーティーありがとうございま

す。

山田会員 ─────────────────────

　親睦委員会の皆さん、ご苦労様です。本日も楽しませ

て頂きます。

酒田会員 ─────────────────────

　親睦活動・出席委員長平山直志様、委員の皆様、本日

の年忘れ家族会楽しみにしております。

見神会員 ─────────────────────

　2015年年忘れ家族会、皆様楽しんで下さい。

山森会員 ─────────────────────

　親睦委員会の皆様ありがとうございます。今日孫５人

と、息子の嫁と来ました。お世話になります。

大原会員 ─────────────────────

　親睦活動・出席委員会の皆様、本日は宜しくお願い致

します。

宗守会員 ─────────────────────

　毎年楽しみにしています。委員会の皆様、今年もよろ

しくお願いします。

祖泉会員 ─────────────────────

　メリークリスマス！

大山会員 ─────────────────────

　親睦委員会の皆様、本日は宜しくお願いします。

髙嶋会員 ─────────────────────

　本日の家族会宜しくお願い致します。

押野谷会員 ────────────────────

　親睦委員会の皆様、本日は宜しくお願いします。

本年度累計額　745,500円

●卓　話

「年忘れ家族会」

第2263回　平成 27年12月22日（火）　晴 18:30 〜 20:30


