
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.990 47-9
2016.3.1

3 月のロータリーレート　１ドル＝ 116円

2月9日　ゲスト　谷﨑康織会員

2月16日　ゲスト　奥田孝行会員

2月23日　ゲスト　木村賢一郎会員

3月  1日 立食例会
3月  8日 「あなたは大損していることに気がついていない」
	 　㈱できる　代表取締役　杉本英宣氏
3月15日 「NTTフィールドテクノ北陸支店のご紹介と

ＩＴトレンドについて」
	 　金沢南RC　髙嶋俊英会員
3月29日 金沢南ＲＣ　池田修人会員

卓話予定

  8日（火） 3月定例理事会　11：30
13日（日） PETS（会長エレクト研修セミナー）
22日（火） 休　会

３月行事予定

３月のお祝い

◆誕生日◆
	 4 日	 石瀬貴昭会員

	 7 日	 村西暢之会員

	 15 日	 東　英幸会員

	 18 日	 髙嶋俊英会員

	 29 日	 谷﨑康織会員

	 31 日	 加藤英資会員

	 31 日	 竹内昭夫会員

◆結婚記念日◆
	 2 日	 酒田長昭会員

	 12 日	 山本忠彦会員

	 21 日	 野畠耕之介会員

	 26 日	 宮澤秀幸会員

◆皆出席表彰◆
	 3 年	 大山光則会員



●ソング それでこそロータリー

●出　席 41名　欠席/13名（他出席免除3名）

	 前回修正出席率　90.56％

●ビジター 金沢RC	 小澤浩太郎会員

	 金沢東RC	 星　和浩会員

●幹事報告

・書き損じハガキ回収のご協力ありがとうございました。

97枚あつまりました。

・本日例会終了後、2月定例理事会を開催します。

●ニコニコボック ス

北会員	──────────────────────

　中山様の入会を歓迎します。

　・谷﨑会員、本日の卓話宜しくお願いします。

山田会員	─────────────────────

　25年、ボーっと、アッという間に過ぎました。年間賞自祝。

浜上会員	─────────────────────

　誕生日自祝。

　・結婚記念日自祝。

見神会員	─────────────────────

　入会月で17年間、これからも宜しく。

園田会員	─────────────────────

　中山さん入会おめでとうございます。

平山会員	─────────────────────

　誕生日自祝。

本年度累計額　871,000円

●卓　話

「末町23-10」

金沢南RC　谷﨑	康織	会員

第2268回　平成 28年2月9日（火）　曇り	 12:30 〜 13:30

●ソング 君が代・奉仕の理想

●出　席 41名　欠席/12名（他出席免除3名）

	 前回修正出席率　90.56％

●ビジター 米山奨学生　馬少福さん

●ニコニコボック ス

北会員	──────────────────────

　早や２月になりました。あと、５か月頑張ります。皆様

よろしくおねがいします。

大竹会員	─────────────────────

　誕生日自祝。

園田会員	─────────────────────

　誕生日のお祝いありがとうございました。

須田会員	─────────────────────

　結婚記念日自祝。

押野谷会員	────────────────────

　ニコニコ奉仕が減っています。皆様来週から是非お

願いします。

本年度累計額　839,000円

第2267回　平成 28年2月2日（火）　雪	 12:30 〜 13:30

●ソング それでこそロータリー

●出　席 39名　欠席/15名（他出席免除3名）

	 前回修正出席率　87.03％

●ニコニコボック ス

北会員	──────────────────────

　奥田会員、本日の卓話宜しくお願い致します。

岩井会員	─────────────────────

　春一番が吹き荒れても綿雪が降っています。今日は寒

いですね。　

　　奥田会員の卓話、期待しています。

西川会員	─────────────────────

　皆出席、入会月自祝。

押野谷会員	 ───────────────────

　本日より確定申告の受付が始まりました。今まで3/15

ギリギリに行っていましたが、今年度は当初にいってきま

した。

本年度累計額　882,000円

●卓　話

「職業奉仕委員会事業ｉｎ台湾　企業視察報告」

金沢南RC　奥田	孝行	会員

第2269回　平成 28年2月16日（火）　曇り	 12:30 〜 13:30



2 月定例理事会議事録

●日　時 平成28年2月9日（火）	11：30

●場　所 ホテル日航金沢　5階　梅の間

●審議事項
１．企業見学、親睦会の件	 承認
２．米山奨学生餞別の件
例年通り3万円お渡しする

３．ＲＬＩ，ガバナー補佐の件
・ＲＬＩについて
　塩梅　修会員と祖泉信宏会員を推薦する
・ガバナー補佐の件　提案の件で了承する

４．その他
台湾地震見舞金の件　会長に一任

●報告事項
１．金沢8RC合同幹事会報告
　①金沢8RC新年合同例会決算報告
　②善行生徒表彰の件
　　8RC合同事業　各クラブ5,000円負担
その他
　金沢8RC新旧幹事会　当番	金沢RC
　3月23日㈬	13：40　金沢ニューグランドホテル
　金沢8RC新旧会長幹事会　当番	金沢東RC
　6月8日㈬	18：30　寿屋

●ソング 手に手つないで

●出　席 40名　欠席/15名（他出席免除2名）

	 前回修正出席率　88.88％

●ビジター 金沢RC	 小澤浩太郎会員

●ニコニコボック ス

北会員	──────────────────────

　木村会員、本日の卓話宜しくお願い致します。

新保会員	─────────────────────

　何て言っていいかわからない程欠席していました。

岩井会員	─────────────────────

　木村会員、卓話宜しくお願い致します。期待いたして

おります。

浜上会員	 ────────────────────

　本日は、皆様何の日か御存知でしょうか？私も今朝

気が付きました。ロータリークラブが誕生した日です。

一九〇五年二月二十三日シカゴロータリークラブが誕生

した日です。お祝いしましょう。

石野会員	─────────────────────

　木村会員、本日の卓話宜しくお願いします。

柳原会員	─────────────────────

　今日は妻の誕生日です。プレゼントは、来月15日のホ

テル日航金沢さんの杏里（あんり）のディナーショーで

す。

押野谷会員	────────────────────

　寒い日が続いていますが、ニコニコはあたたかくお願

いします。

本年度累計額　898,000円

●卓　話

「今日の印刷業界とミャンマー事業」

金沢南RC　木村	賢一郎	会員

第2270回　平成 28年2月23日（火）　曇り	 12:30 〜 13:30

持ち回り理事会議事録

●日　時 平成28年2月23日（火）	

●場　所 ホテル日航金沢

●議題
１．台湾南部地震お見舞金の件
　	奉仕特別基金より5万円を地区へ送金

　三谷セキサン株式会社  
　金沢営業所所長　中山 英紀

　
　この度、金沢南ロータリークラブに入

会させて頂くことになりました、三谷セ

キサン㈱の中山と申します。

　弊社は、建築物を支える基礎工事業としてコンクリート

パイルの製造、工事を中心に、より良い建築物の土台を

お客様に提供すべく日々、業務に励んでおります。

　私は、昨年の4月に新潟から金沢に赴任いたしました。

金沢には、これまでにも公私において何度か訪れる機会

がありましたが、改めて金沢が伝統とモダンが融合する

素晴らしい街だということを実感しているところでござい

ます。

　このような素晴らしい街で、歴史と格式ある金沢南ロー

タリークラブに入会させて頂き、金沢の企業トップでい

らっしゃる先輩の方 と々様々な奉仕活動、また交流をさせ

て頂けることは、身に余る光栄であると共に、更なる自己

啓発に繋げていけるよう、懸命に精進してまいりたいと思

います。

　最後になりますが、私は、非才浅学の若輩者でござい

ます。先輩の皆様におかれましては、何卒、ご指導ご鞭撻

を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

入 会 ご 挨 拶



少年Ｈの話ｂｙ妹尾河童？
水　野　義　男

　私の恥ずかしい話をします
　中学校一年生の理科の授業中の事です。女の先
生が化学式の説明の時に、水の分子式をH2Oであり、
水素原子と酸素原子でできていると話した後で、で
すから水野さんの化学式はH2Oですと言われました。
ああなるほどと思っていましたら、授業が終わるまで
に3回もH2Oさんと名指しをされて質問をされました。
その先生は自分の思い付きに満足されているようで
したからこの話をそれで終わったと思っていました。
　ところがその2、3日後、となりのクラスの前を通っ
ていると後ろから、エッチ、エッチと呼ばれました。自
分を呼んでいるとは気付かないので通り過ぎようとし
ていると、またもっと大きな声でエッチ、エッチと呼ば

れたのでどうやら私のことを呼んでいるのかと気付き
振り向いたら、一斉にエッチエッチと声をかけられま
した。どこでどうなったか、H2Oの2Oが省かれてエッ
チだけが私の仇名とされてしまったようです。
　金沢ではエッチという時に語尾が上がりますが、大
阪では語尾が下がるのです。そしてその当時はエッチ
は助平な奴を指します。一度拡がった仇名は消しよう
がありません。
　中学在学中は、助平な奴という意味で皆からエッチ
エッチと呼ばれ、3年の時に生徒会長の時にも朝礼の
最中に誰かから大きな声でエッチと言われました。
誰がエッチと言う仇名をつけたのかは謎のままで卒
業した多感な15才の少年の話です。

●金沢RC	 		3月		2日（水）	 18：00〜　「夜間例会」	 金沢ニューグランドホテル
	 		3月30日（水）	 休　会
	 		4月		6日（水）	 18：00〜　「観桜会」	 つば甚

●金沢東RC	 		4月11日（月）	 18：30〜　「春の特別例会」	 ANAホリデイ・イン金沢スカイ

●金沢西RC	 		4月		8日（金）	 18：00〜　「観桜例会」	 つば甚
	 		4月15日（金）	→	４月１７日（日）軽井沢プリンスホテルウエストに変更

●金沢南RC	 		3月22日（火）	 休　会
	 		4月12日（火）	 　　　　　		企業見学例会及び京都東山RCとの合同親睦会
	 		4月26日（火）	 休　会

●金沢北RC	 		3月17日（木）	 休　会
	 		4月		7日（木）	 18：30〜　「お花見夜間例会」	 松魚亭
	 		4月28日（木）	 休　会

●香林坊RC	 		4月11日（月）	 18：30〜　「観桜会」	 つば甚

●みなとRC	 		3月29日（火）	 休　会
	 		4月12日（火）	 18：00〜　「観桜夜間例会」	 かなや

●百万石RC	 		3月31日（木）	 休　会
	 		4月		7日（木）	 19：00〜　会場変更例会	 （会場未定）
	 		4月14日（木）	 19：00〜　「オープンロータリー例会」	 土家

3・4月例会変更のご案内


