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金沢東ロータリークラブ会報

事務局：金沢市彦三町2丁目1番地45号  むさしビル4F
ＴＥＬ：076-260-1212　FAX：076-260-5656
E-mail：k-eastrc@gaea.ocn.ne.jp

例会日：毎月曜日  12:30 ～ 13:30
例会場：ANAホリデイ・イン金沢スカイ

会長：別　川　　　稔
幹事：竹　松　俊　一
会報：松　本　浩　平

　セコム北陸㈱代表取締役社長

柳
や な い

内  清
きよたか

孝

　皆さん、はじめまして、6月に転
勤して参りましたセコム北陸の柳
内と申します。
　小学生の時に父や兄の影響で剣
道を始めたこともあり、中学から
大学まで剣道部に所属し、部活に
明け暮れる学生時代を過ごしてき
ました。ちなみに、中学高校は東京

都板橋区にある城北学園、大学は学習院大学です。その
後、セコムには昭和60年に入社、当時は会社も成長期で
あったこともあり、事業所の新設や組織改編、人事異動
も盛んに行われていたため、最初は1年から2年、その
後も3年から5年ぐらいのサイクルで、セコム㈱の中で埼
玉や東京本社の他、「札幌、旭川」「千葉、茨城」「静岡」
「広島、岡山、鳥取、山口」「京都、滋賀、奈良、和歌山」
などを管轄する部署に転勤を繰り返してきました。出身
は埼玉県の戸田市で、海がない県であったためか、子供
の頃は魚が苦手な方でしたが、社会人になって上記の通
り、いずれも魚とお酒が美味しい所への転勤が続いたこ
とで嗜好は一転し、今回もまた恵まれた環境で仕事がで
きることに感謝しております。
　今回の転勤は今までと違い、セコム北陸㈱という北陸
3県を管轄する地元に根差したグループ会社であったこ
とで、赴任して2ヶ月が経過しますが、より深く地域の皆
様に密着した活動を通して築き上げられた信頼がある
と強く感じております。まだまだ若輩者ですので、皆様
からのご指導ご鞭撻を頂きながら、安全安心、快適便利
を目指して地域社会に貢献できればと考えておりますの
で、何卒、宜しくお願い申し上げます。

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

入会挨拶

2014.10.20　No.2574

　去る9月13日、晴天の下、別川会長年度第１回目のグ

リーン会ゴルフコンペが片山津ゴルフクラブ「加賀コー

ス」にて開催されました。参加会員は、絶好のコースコ

ンディションの中、優勝を目指しスタートしていきました。

自らのプレーに一喜一憂したり、パートナーと談笑したり

と楽しいラウンドとなりました。そんな中、成島孝会員が

見事に優勝され、「前任者が成し得なかった優勝が出来

て光栄である」とスピーチされました。表彰式は、本谷会

員のユーモアたっぷりの司会で進み、楽しいコンペを締

めくくりました。

　今回、本田哲哉会員、柳内清孝会員がグリーン会に初

参加され、総勢12名のコンペとなりました。今年度2回目

のグリーン会は、11月8日です。多くの会員のご参加をお

待ちしております。　　　　　　　   （記：木屋  満晶）

≪成　績≫ IＮ OUT GROSS HDCP NET

■優　勝……成島　　孝 47 45 92 19.2 72.8
■準優勝……木屋　満晶 45 34 79 6.0 73.0
■３　位……本田　哲哉 58 51 109 34.8 74.2
≪特別賞≫
■ＢＧ賞……髙桑　幸一 ■小波賞……向井　健夫
■大波賞……木屋　満晶、山岸　敬秀 
■ＤＣ賞……杖村　修司（№3）、大島　国雄（№11）
■ＮＰ賞……田中　和彦（№4）、木屋　満晶（№7）、
　　　　　　髙桑　幸一（№12）、柳内　清孝（№17）
■優勝パートナー賞…向井　健夫、木屋　満晶、本谷　裕二
■BMパートナー賞…山岸　敬秀、杖村　修司、本田　哲哉
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第1回グリーン会ゴルフコンペ開催
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■ ニコニコ Box（敬称略）
別川…先週の例会を無断欠席して申し訳ありません。先入観、思い込みは

ひどいものだと痛感しました。
二木…本日の卓話講師として、畠先生をお招きしましたので、ニコニコと。
本田…いつも宝くじをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。本日、オー

タムジャンボ宝くじの出張販売をさせていただきます。1等前後賞
合わせて3.9億円、枚数限定、売り切れ次第販売終了です。是非、こ
の機会にご購入をお願いします。

澤木…2度目の皆勤賞をいただきました。ありがとうございました。また新
たな1年を積み上げる所存です。

浅田久太…2カ年皆出席表彰をいただき、誠にありがとうございます。
安達…結婚記念日祝に美しいお花を届けていただきました。ありがとうご

ざいました。
本田…先日のゴルフ大会、ハンディに恵まれ、3位入賞いたしました。これ

からも精進いたします。
向井…弊社の所属する高田産業グループで計画している『金沢彩の庭ホテ

ル』のホームページが出来上がりました。アドレスはhttp://www.
sainoniwa-hotel.jp/です。未だ誰も検索してくれないので、名前
検索では残念ながら上位に出てきません。ネット予約を10月1日か
ら始めました。金沢スカイ様の会場で言うのは、ちょっと憚られま
すが…よろしくお願いします。

　累計　443,970円　

❖ 9 月 29 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 9 月  8日 61／92　ホームクラブ　66.30%
 9 月  1日 86／92　補正出席率　　93.48%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

❖ 10 月 5 日（日）例会報告 ❖

“国際ロータリー第2610地区大会”

■出席率報告
 9 月22日 52／92　ホームクラブ　56.52％
 9 月  8日 85／92　補正出席率　　92.39％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

◆10月親睦委員会
日　時：10月20日（月）　17時金沢スカイ集合
場　所：湯谷亭
会　費：10,000円

◆野々市RC 35周年記念例会
日　時：10月22日（水）　15:30〜
場　所：金沢国際ホテル
出席予定者：別川、能登

◆東京東RC 例会訪問
日　時：10月24日（金）　12:30〜
場　所：ホテルニューオータニ
出席予定者：浅田裕久、米沢、厚見、小池田康秀

◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日　時：10月27日（月）　11:30〜
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18F
出席予定者：天野、山岸、別川、竹松、米沢

◆パスト会長懇談会
日　時：10月27日（月）　18:30〜
場　所：松魚亭「末広」
会　費：10,000円

◆金沢8RC幹事会
日　時：10月28日（火）　13:45〜
場　所：ホテル日航金沢3F「孔雀の間」
出席予定者：竹松

◆グリーン会ゴルフコンペ
日　時：11月8日（土）　8:38スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」

〈 10月例会メニュー 〉
20日 〈和食〉秋鮭ちゃんちゃん焼き（焼八寸、海老紫煮、松茸子芋、栗ごはん など）
27日 〈中華〉秋の薬膳「乾燥・冷えに効果のある逸品」（クラゲとリンゴの冷製 など）

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

10月は職業奉仕・米山月間です

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

   
Sing,  everyone,  sing.
Sing,  everyone,  sing.
Let's  get  together  in  all

kinds  of  weather
and  sing,  everyone,  sing.

Smile,  everyone,  smile.
Smile,  everyone,  smile.
All  of  your  troubles  will

vanish  like  bubbles.
so  smile,  everyone,  smile.

❖ 10 月 20 日（月）例会 ❖

■ソング
“それでこそロータリー”
“Sing Everyone, Sing”

■本日の卓話
10月20日  ㈱みずほ銀行金沢支店長　本

ほ ん だ

田哲
て つ や

哉氏
（金沢東RC）

  「宝くじのはなし」

■例会卓話予定
10月27日  米山奨学生　馬

ま

　少
しゃおふ

福君
  「中国の西北 ー 私の故郷」
11月10日  ハープ奏者　平

ひ ら お

尾祐
ゆ き こ

紀子氏
  「未定」

■ おめでとう（敬称略）
◎10月お誕生日祝

成島　和仁　10.  7  中田　吉則　10.10
 冨久尾佳枝　10.14  笠間　史盛　10.14
小池田康秀　10.14  向井　健夫　10.14
紙谷　一成　10.16  松本　浩平　10.17
北川　義信　10.24  澤木　範久　10.24

◎10月ご結婚記念日祝
 鈴木　宗幸　10.  3  徳野与志一　10.  4
根布　　寛　10.  5  杖村　修司　10.  5
中川　　衛　10.  7  半田　隆彦　10.10
木屋　満晶　10.10  柳内　清孝　10.10
大倉　　彰　10.13  厚見　正充　10.22
小池田康秀　10.22  井上英一郎　10.25
浅田　裕久　10.27


