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　優勝パートナー賞とブービーメーカーパートナー賞があ

りますので、同じ組の上手な方を応援するもよし、苦労さ

れている方を助けるもよし、ロータリー精神で次回も皆

さんのご参加をお待ちしております。

（記：田中  照人）

≪成　績≫	 OUT I Ｎ GROSS HDCP NET

■優　勝……山崎　勝治 49 40 89 19.2 69.8

■準優勝……橋本　好哲 45 45 90 19.2 70.8

■３　位……坂本　憲一 44 44 88 14.4 73.6

≪特別賞≫

■ DC賞……№ 11  田中　照人

■ NP 賞……№   4  安達　　洋　№   7  朝倉　宏太

　　　　　　№ 12  山崎　勝治　№ 17  平野　利康

　ベルギーより恒例の短期交換学生が来日し、金沢東

RCではシャネル・デミーヌさんとマリーシャルロッテ・

ピケさんの2名の女子を受入ました。彼女達の金沢での

滞在は8月11日～18日までの1週間でしたが、竹松＆厚見

会員宅でホームステイし、充実した日々を過ごされたこ

とと思います。

　6月22日に片山津ゴルフ倶楽部「加賀コース」にて、今

期最後のグリーン会が21名で行われました。初参加の方

も楽しくゴルフを満喫して頂けました。

　優勝は山崎さん。惜しくも2位は橋本さん、安定したゴ

ルフを展開されていました。坂本さんはハンディに恵ま

れず3位となってしまいました。杖村さんはベスグロ獲得

ですが、これもゴルフの面白いところでなんと11位となっ

てしまいました。上手な方はハンディホールで安定した

強さを見せるものですね。

　グリーン会では上位以外にも大波、小波、水平賞など、

どなたでも狙える賞品が沢山用意されています。水平賞

は3位入賞された坂本さんが安定したゴルフで獲得され

ました。小波賞も6位に食い込んだ山田さんがアウト45

イン44で獲得です。大波賞ですが、アウト55を叩いた時

点で上位入賞を諦め、目標を大波賞にとして奮闘した田

中（私）が獲得させて頂きました、いやぁ･･･嬉しかったで

す(̂ .̂ )

　そして、ブービー賞とブービーメーカー賞も用意されて

おり、スコアが奮わなくとも、ご家庭にお土産をお持ち帰

り頂けます。このブービー賞の方、名前は控えますが、前

回はブービーメーカーでしたが、ひとつ順位を上げ、尚且

つニアピンも獲得されています。個人的に次回の成績が

楽しみです。
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第4回グリーン会ゴルフコンペ開催
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ベルギー短期交換学生来日
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❖ 8 月 26 日（月）例会❖

“夏の納涼例会”

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
 8 月26日 夏の納涼例会（金沢国際ホテル）

■例会卓話予定
 9 月  2日 国際ロータリー第2610地区ガバナー
 　湯

ゆ あ さ

浅外
と し お

志男氏（小松RC）
 「ガバナー公式訪問にあたり」
 9 月  9日 交換学生　竹松紗央里さん
 「帰国報告」
 9 月30日 大和リゾート㈱　部長　桜

さくらい

井友
ともはる

晴氏
 「能登の魅力とは何か？」
10月  6日 国際ロータリー第2610地区大会（こまつドーム）
10月21日 米山奨学生　王逸飛君（河北南RC）
 「未定」

■ ニコニコ Box（敬称略）
中川ガバナー補佐…ガバナー補佐として、訪問しました。本日はよろ

しくお願いします。
半田…ガバナー補佐　中川哲次様をお迎えして、ニコニコと。
別川…中川ガバナー補佐をお迎えして。ありがとうございます。
不室…27回目の皆出席顕彰をいただき、支えていただいた皆さんに

感謝いたします。
越原…ロータリーへ入会して、四半世紀。お蔭様で今日を迎えること

が出来ました。これからもよろしくお願い申し上げます。
岩木…16カ年皆出席のお祝をいただきまして、ありがとうございま

した。今後共ご指導の程よろしくお願いいたします。
徳野…お蔭様で、5ヵ年皆出席表彰をいただきました。これからも元

気でニコニコと。
高屋…2ヵ年皆出席顕彰、ありがとうございます。明るく、ニコニコ、

頑張ります。
木屋…1ヵ年皆出席顕彰、ありがとうございます。

勝浦…先日は2000万サマー・サマージャンボ宝くじのご購入、あり
がとうございました。当選番号表を受付に用意いたしまし
たので、お帰りの際にお持ちいただければ幸いです。今回
は残念ながら、石川県でジャンボの１等は出ませんでしたが、
2000万サマーは3本当選が出ました。また、年末ジャンボも
よろしくお願いします。

松本健夫…先日、金沢東ロータリーより誕生日のお祝をいただき
ました。ありがとうございます。8月6日で42歳となりました。
家庭内でも、特にお祝いすることもなくなってますので、プレ
ゼントをいただき、とても嬉しいです。今後ともご指導よろし
くお願いいたします。

累計　177,100円

❖ 8 月 19 日（月）例会報告❖

“ガバナー補佐訪問”

■出席率報告
 7 月29日 57 ／ 93　ホームクラブ　61.29％
 7 月22日 82 ／ 93　補正出席率　　88.17％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日　時：8月26日（月）　17:30～
場　所：金沢国際ホテル2F「羽衣の間」

◆夏の納涼例会
日　時：8月26日（月）　18:30～
場　所：金沢国際ホテル「N36.5」プールサイド
会　費：会員･･･8,000円　配偶者･･･6,000円
※8/26昼の通常例会はございません。

◆ガバナー公式訪問会長幹事懇談会
日　時：9月2日（月）　11:30～12:10
場　所：金沢スカイホテル18F
出席予定者：会長・会長エレクト・幹事・副幹事

◆交換学生グレーシーさん歓迎会
日　時：9月8日（日）　18:30～
場　所：とどろき亭
会　費：5,000円

◆グリーン会第１回ゴルフコンペ
日　時：9月28日（土）　9:06スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」

◆金沢北RC40周年例会
日　時：10月3日（木）　16:00～
場　所：金沢市アートホール（式典・記念講演）
　　　　ホテル日航金沢（祝宴）
登録料：15,000円
出席予定者：半田、竹松

◆指導者育成セミナー・第2610地区大会（本会議Ⅰ）
日　時：10月5日（土）　13:00～17:15
場　所：こまつドーム
出席対象者：会長・幹事、次期会長・幹事、5大奉仕委員長、
　　　　地区役員

◆第2610地区大会
日　時：10月6日（日）　13:00～17:40「本会議Ⅱ・記念講演」
　　　　　　　　　　　18:00～19:30「大懇親会」
場　所：こまつドーム
会　費：11,000円（内2,000円はクラブ負担）
出席対象者：全会員
※10/7（月）昼の通常例会はございません。

◆職業奉仕研修旅行
と　き：10月15日（火）～16日（水）
見　学：国会議事堂・首相官邸
観　劇：歌舞伎座「錦秋十月大歌舞伎」
宿　泊：東京ステーションホテル
会　費：99,000円

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

Smile, Sing a Song
Smile and the world smiles with you,

Sing a song.
Don't be weary, Just be cheery all day

long.
Whenever your trials, Your troubles and

your care
Seem to be more than you can really bear
Smile and the world smiles with you,

Sing a song.

８月は会員増強月間です


