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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　　大竹 正信
クラブ会報副委員長　高本 昭二

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/

人類に奉仕するロータリー
Rotary Serving Humanity

R Iテーマ

語り合おう  ロータリー地区テーマ

楽しくクラブ運営、繋ごう奉仕活動
～半世紀に向けての意識　Without limit～

クラブ目標
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

2016.5
こまい

No.999
（48-05）
2016.11.1

11 月のロータリーレート　１ドル＝ 102円

11月  1日 立食例会
11月  8日 2015～2016年度
	 地区社会奉仕委員長　谷　伊津子氏
11月15日「韓国企業訪問のご報告」
	 金沢南ＲＣ　石瀬貴昭会員
11月22日	 	未定

卓話予定

◆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

	 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◆
	 44 年	 三野　裕会員

	 17 年	 押野谷正会員

11 月のお祝い

  1日（火） 親睦・出席委員会　例会終了後
15日（火） 11月定例理事会　例会終了後
15日（火） パスト会長会　18：30　つば甚
17日（木） ゴルフ同好会コンペ
	 　9：13　片山津GC　加賀コース
22日（火） 創立50周年事務連絡会議　11：00
29日（火） 休　会
29日（火） 会員組織委員会　18：30　もんぜん

11月　行事予定

10月定例理事会議事録

●日　時 平成28年10月4日（火）11：30

●場　所 ホテル日航金沢　5階　松の間

●協議事項
１．規定審議会定款改定について
入会金の取り扱いについて
後日、8RC幹事会で各クラブの状況を聞く

●報告事項
１．財団100周年記念ニコボックスの件
　ポリオプラスへの寄付として地区へ送金した
＠1000×56名分は、使途が下記に変更になった旨、
ガバナーより通知がありました。
①「ロータリー財団100周年記念シンポジウム」の
公共イメージ向上協力金として　＠250×56名
②「日本のロータリー100周年委員会」発足
　運営経費として　＠200×56名
③ロータリー財団　年次基金として
　＠550×56名

10月18日　ゲスト
米山奨学生　黄懿園氏



●ソング 君が代・奉仕の理想
●出　席 43名　欠席/11名（他出席免除2名）
	 前回修正出席率　90.38％

●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11日は夜間例会です。
	 　観月会　点鐘　18：30　つば甚

●ニコニコボック ス
大原会員	─────────────────────
　年間賞、入会月自祝。
朝倉会員	─────────────────────
　年間賞、誕生日、入会月自祝。
中田会員	─────────────────────
　入会月、年間賞、結婚記念日自祝。
松本会員	─────────────────────
　結婚40年、どうにか続いています。
岩井会員	─────────────────────
　拝啓、秋冷の候、片町散歩に最適の季節となりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

大竹会員	─────────────────────
　25年皆出席ありがとう。
野畠会員	 ────────────────────
　年間賞自祝。24年間無事過ごす事ができました、感謝。
北会員	──────────────────────
　韓国ヨイドロータリークラブを訪問した職業奉仕委員
会の山内委員長はじめ参加の皆様、ご苦労様でした。例
会にはガバナーも出席されたそうでお疲れ様でした。坂
東会員の業界の皆様と台湾へ行って来ました。大きな台
風の間と間に行って、大変快適でした。
祖泉会員─────────────────────
　あっという間に6年、皆出席表彰ありがとうございます。
小坂会員─────────────────────
　3年皆出席、入会月自祝。
柳原会員	─────────────────────
　入会させて頂き１年間皆出席賞ありがとうございます。

本年度累計額　513,500円

第2297回　平成 28年10月4日（火）　曇り	 12:30 ～ 13:30

●ソング 我等の生業
●出　席 38名　欠席/15名（他出席免除3名）
	 前回修正出席率　84.9％

●ニコニコボック ス
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
お願いします。
園田会員	─────────────────────
　竹内委員長をはじめ、親睦出席委員会の皆様、本日
は宜しくお願い致します。
　・年間賞ありがとうございます。
三野会員	─────────────────────
　金婚式は平成23年10月4日和倉温泉加賀屋「雪月
花」で行いましたが、速や5年が過ぎ、55年目の結婚記
念日となりました。金沢南ロータリークラブもあと1年位
は頑張ります。
鍔会員	──────────────────────
　観月会にようこそ。
山田会員	─────────────────────
　観月会、おいしいお酒をありがとうございます。
北会員	──────────────────────
　先日、岩本会員の内灘町名誉町民授賞祝賀会に出席
しました。来賓として紹介していただきました。お心使
い有難うございました。
浜上会員	─────────────────────
　親睦活動・出席委員会竹内委員長はじめ委員の皆様、
観月会の企画準備ご苦労様です。本日は宜しくお願いし
ます。
　・連休の9日、日曜日、北鉄の松金線跡をたどり、歴史

を学ぶイベントに参加しました。すべて歩きです。およそ
2時間、旧野々市役場につきました。約1万2千歩でした。
日頃運動をしていない為ヘトヘトでくたびれました。松
金線とは、旧石川線の白菊町駅から旧松任の駅まで、昭
和30年まで電車が走っていた路線です。
酒田会員	─────────────────────
　今宵の観月会、楽しみにしております。
岡元会員	─────────────────────
　誕生月自祝、結婚記念日自祝。
石野会員	─────────────────────
　結婚月です、32年になりました。妻に感謝です。本日
の観月会に2人で参加です、自祝。
竹内委員	─────────────────────
　今日は観月会にご参加していただき誠に有難うござい
ます。どうぞ楽しんでいってください。
谷﨑会員	─────────────────────
　結婚記念日自祝。おかげさまで明日で１周年です。
須田会員	─────────────────────
　誕生日自祝。前回出席できなくてすみません。
奥田会員	─────────────────────
　観月会楽しみにしております。
木村（賢）会員	───────────────────
　結婚記念日自祝。ヨコハマおめでとう！

本年度累計額　540,500円

●卓　話
「観月会」

第2298回　平成 28年10月11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/14名（他出席免除3名）
	 前回修正出席率　88.67％

●ビジター 倉吉RC	 小林健治会員
	 金沢みなとRC	 川端良次会員
	 金沢百万石RC	 大路孝之会員
●幹事報告
・10月22日、23日は地区大会が開催されます。参加でご
返信をいただいている方は、ご出席をお願い致します。
・来週10月25日（火）の例会は、地区大会に振替となり
ます。

●ニコニコボック ス
倉吉RC		小林会員	─────────────────
　第2690地区鳥取県の倉吉RCの小林健治です。はじめて
の金沢路、Make	upを楽しみたいと思います。よろしくお願
い致します。
金沢百万石RC		大路会員	 ─────────────
　今日はお世話になります。今日も黄さんの卓話、よろし
くお願いします。
大原会員	─────────────────────
　本日の卓話、米山奨学生黄懿園様、よろしくお願いし
ます。

山田会員	─────────────────────
　結婚記念日自祝。
押野谷会員	────────────────────
　誕生日自祝。
岩本会員	─────────────────────
　「続・学歴じゃないよ人生は」が国立図書館に置かれま
した。先日お買い上げいただいた分は、熊本地震の義援金
として贈りました。
大山会員	─────────────────────
　結婚記念日自祝。
池田会員	─────────────────────
　証券業協会でのと楽さんにお世話になりました。谷﨑さ
んにはお心遣いをいただきありがとうございました。

本年度累計額　559,500円

●卓　話
「環境保護にかかるデザインの大切さ」

米山奨学生　黄　懿園	氏

第2299回　平成 28年10月18日（火）　晴れ	 12:30 ～ 13:30

→　地区大会へ振替

第2300回　平成 28年10月25日（火）

　平成28年10月11日（火）金沢南ロータリークラブの
家族夜間例会（観月会）がつば甚におきまして開催さ
れました。会員39名と夫人の5名を合わせて総勢44
名のご参加を頂きました。当日は例会に引き続き、観月
会が開催され、親睦活動・出席委員長の竹内委員長が
開会挨拶をされ、北直前会長の乾杯で懇親会が始まり
ました。懇親会の中のアトラクションでは、「金沢の魅
力を紙芝居で発信」ということで「かなざわ紙芝居倶
楽部」の女性2名の方に地域密着型の紙芝居を披露し
て頂きました。最初に「この木なんの木？気になる木」

という題で、県立図書館前の前の道路に張り出してい
る木が昔の四校の門の木であるということや、つば甚
斜め前の正月寺の大桜と路面電車道との歴史、神明宮
の桜の木の由来などの話に会員の皆さん「へぇ～」「な
るほど」「そうだったのか！」とうなずく内容がありまし
た。次の「姉妹桜」では大和紡績の出稼ぎ女性の歴史
と跡地に残されている二本の桜の木の話をして頂きま
した。最後に浜上会長エレクトから中締めのご挨拶を
頂き、閉会しました。会員相互の親睦と友情を深め、楽
しい雰囲気を分かち合った観月会となりました。

観　月　会


