
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.991 47-10
2016.4.5

4 月のロータリーレート　１ドル＝ 116円

4月  5日 立食例会
4月19日 株式会社ドクターリンク
	 　代表取締役　西山雄勝氏

卓話予定

12〜13日 アサヒビール工場見学例会と
	 京都東山RCとの親睦会
19日（火） ４月定例理事会　11：30
	 新旧クラブ協議会　例会終了後
26日（火） 休　会

４月行事予定

４月のお祝い

◆誕生日◆
	 14 日	 山森潤一会員
　	 26 日	 大山光則会員
　	 27 日	 奥田孝行会員
	 29 日	 酒田長昭会員
　	 30 日	 高本昭二会員

◆結婚記念日◆
　	 2 日	 津田幸夫会員
	 4 日	 水野義男会員
	 5 日	 村西暢之会員
	 11 日	 祖泉信宏会員
	 12 日	 宗守重泰会員
	 13 日	 鍋島盛雄会員
	 20 日	 朝倉宏三会員
	 29 日	 大竹正信会員

◆皆出席表彰◆
	 24 年	 高本昭二会員
	 9 年	 岡元洋人会員
	 7 年	 石野　茂会員
	 5 年	 髙木慎一朗会員

米山奨学生　馬少福さん
学位を取得し、４月に中国に帰国されます。

3月15日　ゲスト　金沢南RC　髙嶋俊英会員

3月8日　ゲスト
㈱できる　代表取締役　杉本英宣氏

3月29日　ゲスト　金沢南RC　池田修人会員



●ソング 我等の生業

●出　席 41名　欠席/12名（他出席免除3名）

	 前回修正出席率　90.56％

●ニコニコボック ス

北会員	──────────────────────

　杉本様、本日の卓話宜しくお願い致します。

浜上会員	─────────────────────

　㈱できる	代表取締役	杉本英宣様、本日の卓話宜しくお

願いします。

岩井会員	─────────────────────

　結婚記念日でした。

加藤会員	─────────────────────

　誕生月を迎えました。一日一日を大切にと考えているこの

頃です。

岡元会員	─────────────────────

　杉本英宣様、本日の卓話宜しくお願いします。

宮澤会員─────────────────────

　結婚記念日自祝。

竹内会員	─────────────────────

　誕生日自祝。

大山会員	─────────────────────

　申し訳ありません、理事会すっかり忘れてました。

石瀬会員	─────────────────────

　誕生日自祝。

押野谷会員	────────────────────

　杉本様、本日の卓話宜しくお願いします。

本年度累計額　941,500円

●卓　話

「あなたは大損していることに気がついていない」

株式会社できる　　　　　　

代表取締役　杉本	英宣	氏	

第2272回　平成 28年 3月8日（火）　曇り	 12:30 〜 13:30

●ソング 君が代・奉仕の理想

●出　席 40名　欠席/14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

●幹事報告

・京都東山ロータリークラブ様より、創立記念日にあたり

祝電をいただきました。

・台湾南部地震お見舞金として、奉仕特別基金より5万円

地区へ送金しました。

●ニコニコボック ス

北会員	──────────────────────

　3月6日は当クラブの創立記念日です。47周年経過し

ました。

野畠会員	─────────────────────

　結婚記念日自祝。

酒田会員	─────────────────────

　四十八年目結婚記念日、自祝。

　・当社、第五十六期設立記念日。

村西会員	─────────────────────

　お誕生日月自祝。

大山会員	─────────────────────

　３年皆出席、入会月自祝。

髙嶋会員	─────────────────────

　誕生月自祝。

本年度累計額　916,500円

第2271回　平成 28年 3月1日（火）　雪	 12:30 〜 13:30

●ソング それでこそロータリー

●出　席 43名　欠席/10名（他出席免除3名）

	 前回修正出席率　84.90％

●幹事報告

・ガバナー事務所より、台湾南部地震お見舞金のお礼状

が届きました。

　2,725,226円を台湾南部2地区（3470地区、3510地

区）にお渡しする予定です。

・来週3月22日は休会です。

●ニコニコボック ス

北会員	──────────────────────

　髙嶋会員、本日の卓話宜しくお願い致します。

　・柳原会員、アサヒビールの新製品「ドリーム」を有難う

ございました。

坂東会員	─────────────────────

　髙嶋会員の卓話、楽しみにしています。

東会員	──────────────────────

　誕生日お祝いありがとうございます。

山田会員	─────────────────────

　柳原さん、おいしいビールをたくさんありがとうござい

ました。一気に飲み干しました。

髙嶋会員	─────────────────────

　一つでも皆様の参考になれば幸いです。今日はありが

とうございます。

第2273回　平成 28年 3月15日（火）　曇り	 12:30 〜 13:30



●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　90.90％

●ビジター 金沢RC	 西野一郎会員

	 金沢西RC	 坂本藩應会員

	 金沢香林坊RC	 村野元孝会員

●ニコニコボック ス

北会員	──────────────────────

　岩本会員、内灘町の名誉町民賞おめでとうございます。

　・池田会員、本日の卓話宜しくお願い致します。

岩本会員	─────────────────────

　内灘町名誉町民授章。

谷﨑会員	─────────────────────

　今日が誕生日です。誕生日自祝。

池田会員	─────────────────────

　卓話をさせていただきありがとうございます。

押野谷会員	────────────────────

　岩本会員、名誉町民賞おめでとうございます。

本年度累計額　968,500円

●卓　話

「株式投資の考え方」

金沢南RC　池田	修人	会員

３月定例理事会議事録

●日　時 平成28年3月8日（火）	11：30

●場　所 ホテル日航金沢　5階　梅の間

●審議事項
１．会員退会の件
西川寛之会員
　一身上の都合により２月末日付　退会

●報告事項
１．地区委員承認の件
2016-2017年度　ロータリー財団地区委員
　塩梅　修会員を承認（本人了承済）

第2274回　平成 28年 3月29日（火）　曇り	 12:30 〜 13:30

押野谷会員	─────────────────────

　柳原様、おいしいビールありがとうございました。

本年度累計額　951,500円

●卓　話

「NTTフィールドテクノ北陸支店のご紹介と

　　　　　　　　　最近のITトレンドについて」

金沢南RC　髙嶋	俊英	会員

●金沢RC	 		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	 		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	 		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	 		4月12日（火）	 18：00〜　「観桜夜間例会」	 かなや

●百万石RC	 		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

4 月例会変更のご案内


