
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.992 47-11
2016.5.10

5 月のロータリーレート　１ドル＝ 110円

5月10日	 立食例会
5月17日	「アサヒビールの企業活動とＣＳＲ活動について」
	 金沢南RC　柳原行生会員
5月24日	 金沢市教育長　野口　弘氏

卓話予定

10日（火）	 ５月定例理事会　例会終了後
24日（火）	 次年度理事会　11：30
	 次年度クラブ協議会　例会終了後
31日（火）	 振替休会
	 （→6/5　第5回日台Ｒ親善会議に振替）

５月行事予定

4月19日　ゲスト　西山雄勝氏

4月12日　アサヒビール吹田工場見学

５月のお祝い

◆誕生日◆
	 ３日	 山田秀一会員
	 15 日	 野畠耕之介会員
	 19 日	 鍋島盛雄会員
	 29 日	 岩井重哲会員

◆結婚記念日◆
	 ３日	 平野忠泰会員
	 15 日	 中山英紀会員
	 18 日	 新保弾次会員
	 20 日	 東　英幸会員
	 25 日	 三好研一会員
	 31 日	 平山直志会員

◆皆出席表彰◆
	 30 年	 松本　要会員
	 28 年	 三好研一会員
	 23 年	 津田幸夫会員
	 5 年	 谷﨑康織会員

４月定例理事会議事録

●日　時	 平成28年4月19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
平山直志会員
　転勤により5月24日付　退会

２．「日本書道文化」無形文化遺産登録について
当クラブとして、賛同する。

●報告事項
１．金沢８RC新旧幹事会報告
①次年度金沢８RC幹事会スケジュール
②次年度新年合同例会（ホスト：金沢南RC）
　平成29年1月11日（水）	18：30　
　会費について
③第5回日台Ｒ親善会議について地区に状況報告の依頼



●ソング	 君が代・奉仕の理想
●出　席	 38名　欠席/15名（他出席免除3名）
	 前回修正出席率　90.56％

●幹事報告
・ガバナー事務所より、書き損じハガキ収集のお礼と報告
がありました。
　回収分より￥223,205がセーブ・ザ・チルドレンへの支
援金として送金されました。

●ニコニコボック	ス
北会員	──────────────────────
　桜満開です。ウキウキします。
朝倉会員	─────────────────────
　結婚記念日自祝。
三好会員	─────────────────────
　入会月自祝。
大竹会員	─────────────────────
　結婚記念日自祝。
高本会員	─────────────────────
　誕生日自祝。お陰様で高年齢となりました。

津田会員	─────────────────────
　結婚記念日のお祝いをしましょう。
木下会員	─────────────────────
　22回目のヨーロッパスキーで、モンブラン直下の
3,840ｍ氷河を20㎞滑ってきました。スキーの後、ス
ペインへ行きましたが、復活祭の前のホリディで大混
雑でした。
山森会員	─────────────────────
　誕生日自祝。
石野会員	─────────────────────
　お陰様で7年皆出席そして入会月自祝。
祖泉会員─────────────────────
　結婚記念日、二人とも桜と同じ満開です。
大山会員	─────────────────────
　誕生日自祝、35才になりました。
奥田会員	─────────────────────
　誕生日自祝。

本年度累計額　1,000,000円

第2275回　平成 28年 4月5日（火）　雪	 12:30 〜 13:30

アサヒビール吹田工場見学と京都東山ＲＣとの交流会

4月12日（火） 見学・例会 アサヒビール　吹田工場
懇親会 京都　八千代

4月13日（水） 親睦ゴルフコンペ 比良ゴルフ倶楽部　
市内観光 大徳寺　大慈院・芳春院　泉仙　大慈院店　竜安寺

第2276回　平成 28年 4月12日（火）〜13日（水）	

●ソング	 それでこそロータリー
●出　席	 46名　欠席/8名（他出席免除2名）
	 前回修正出席率　100％

●幹事報告
・砺波RCより、4月10日に開催されました「地区研修・協
議会」のお礼状をいただきました。
・本日例会終了後、「新旧クラブ協議会」を開催します。
・来週4月26日は休会です。

●ニコニコボック	ス
北会員	──────────────────────
　西山雄勝様、本日の卓話宜しくお願い致します。
　・アサヒビール吹田工場の見学と京都東山RCの皆様と
の交流会、無事終了しました。参加の皆様、有難うござ
いました。
坂東会員	─────────────────────
　アサヒビール見学会そして京都東山ロータリークラブ
の皆様との懇親会、多数のご出席ありがとうございまし
た。そしてお疲れ様でした。

中田会員	─────────────────────
　東山ロータリークラブとの親睦会、楽しうございまし
た。
鍔会員	──────────────────────
　アサヒビールの工場見学でビールを飲み過ぎて痛風
が再発しました。皆さん、ありがとうございました。
岩井会員	─────────────────────
　京都旅行、アサヒビール工場見学、柳原さん、有難う
ございました。社会奉仕の方 ご々苦労様、北会長以下ご
苦労様。
山田会員	─────────────────────
　社会奉仕委員会の皆さん、また、参加された皆さん、
楽しい2日間有難うございました。
水野会員	─────────────────────
　結婚記念日自祝。例年のごとく忘れていました。
高本会員	─────────────────────
　24年皆出席。皆様の友情、ご支援と健康に感謝して。

第2277回　平成 28年 4月19日（火）　晴	 12:30 〜 13:30



●金沢RC	 		5月25日（水）	 18：00〜　「夜間例会」	 金沢ニューグランドホテル
	 		6月		8日（水）	→	第5回日台ロータリー親善会議へ振替休会
	 		6月22日（水）	 休　会

●金沢東RC	 		6月		6日（月）	→	第5回日台ロータリー親善会議へ振替休会
	 		6月20日（月）	 休　会	

●金沢西RC	 		5月20日（金）	 7：00〜　	「早朝例会」	 白山比咩神社・和田屋
	 		6月		3日（金）	→	第5回日台ロータリー親善会議へ振替休会
	 		6月24日（金）	 18：00〜　「最終夜間例会」	 金沢都ホテル

●金沢南RC	 		5月31日（火）	→	第5回日台ロータリー親善会議へ振替休会
	 		6月21日（火）	 18：30〜　「最終夜間例会」	 ホテル日航金沢
	 		6月28日（火）	 休　会	

●金沢北RC	 		6月23日（木）	 18：30〜　「最終夜間例会」	 松魚亭
	 		6月30日（木）	→	第5回日台ロータリー親善会議へ振替休会

●香林坊RC	 		6月		6日（月）	→	第5回日台ロータリー親善会議へ振替休会
	 		6月20日（月）	 18：30〜　「やれやれ会」	 金沢東急ホテル
	 		6月27日（月）	 休　会

●みなとRC	 		5月17日（火）	 11：50集合　「白山比咩神社参拝例会」
	 		5月31日（火）	→	第5回日台ロータリー親善会議へ振替休会
	 		6月28日（火）	 休　会	

●百万石RC	 		5月12日（木）	 19：00〜　会場変更例会	 招龍亭
	 		6月		2日（木）	→	第5回日台ロータリー親善会議へ振替休会
	 		6月23日（木）	 会長・幹事送別会	 「会場未定」	
	 		6月30日（木）	 休　会

5・6月例会変更のご案内

浜上会員	─────────────────────
　先週アサヒビール吹田工場見学、東山ロータリークラ
ブとの合同交流会及び当クラブ観桜会に参加しました。
会長、幹事はじめ役員の方ご苦労様でした。
鍋島会員	─────────────────────
　メープルハウスもお陰様で30周年を迎えました。あり
がとうございます。
　・結婚記念日自祝。
酒田会員	─────────────────────
　誕生日自祝。
　・3月末で五十四年間勤めた丸文通商卯㈱を退職致し
ました。“社員に感謝”
岡元会員	─────────────────────
　入会月自祝。年間賞自祝。
石野会員	─────────────────────
　北会長・坂東幹事・木下社会奉仕委員長、津田提携ク
ラブ委員長、アサヒビール工場見学及び京都東山RC夕
食会等のお世話有難うございました。
大原会員	─────────────────────
　先日はアサヒビール吹田工場見学、京都東山RCとの
夕食会、親睦ゴルフと大変有意義な2日間でした。企画
していただきました皆様に改めてお礼申し上げます。

祖泉会員─────────────────────
　木下、平山両委員長、そして柳原さん、大阪・京都の旅
ありがとうございました。4月は公私共に、ちょっと良い
事がありました。皆様に感謝。
髙木会員	─────────────────────
　年間賞、入会月自祝。
平山会員	─────────────────────
　京都でのゴルフ、大変楽しく回らせて戴きました。有
難うございます。
奥田会員	─────────────────────
　京都東山ロータリークラブ交流ゴルフコンペ、祝優
勝！お疲れ様でした。

本年度累計額　1,068,000円

●卓　話
「大転換期を迎えた教育業界」

株式会社ドクターリンク　　
　　　　　　代表取締役　西山		雄勝	氏


