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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
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2015〜2016年度
金沢東ロータリークラブ理事･役員決定！

会長・理事 岩　木　弘　勝
副会長（会長エレクト）･理事 田　中　和　彦
副会長（クラブ奉仕･会長ノミニー）･理事 厚　見　正　充
理　　事（職業奉仕） 中　田　吉　則
理　　事（社会奉仕） 小池田　康　秀
理　　事（国際奉仕） 徳　野　与志一
理　　事 朝　倉　宏　太
理　　事 二 木 克 明
理　　事 日根野　幸　子
理　　事 金 谷 道 憲
理　　事 鈴 木 宗 幸
理　　事 山 岸 敬 秀
幹事・理事 能　登　健太朗
副幹事 木 村 道 明
ＳＡＡ・理事 紙　谷　一　成
副ＳＡＡ 石 野 一 樹
会計・理事 高　桑　幸　一
監　　査 中　島　秀　雄
直前会長 別 川 　 稔
直前幹事 竹 松 俊 一

　12月1日（月）例会において、年次総会が開催され、

2015〜2016年度理事･役員が満場一致で承認されました。

2015〜2016年度  金沢東RC理事・役員

　岡三証券㈱金沢支店長

天
あ ま の

野  重
し げ と

人

　昭和39年3月12日生れ。子供なし、妻
久美子と二人暮らし。両親の実家、自分
の実家共に埼玉県本庄市にあるが、父
の転勤の都合で、生まれたのは福井県
福井市である。昭和62年に大学を卒業

と共に岡三証券に入社し、虎ノ門支店に配属となる。その後、池
袋支店、仙台支店、新宿支店、名古屋支店、京都支店を経て、今
年の6月に現在の金沢支店に着任。入社から現在に至るまで営
業一筋、金沢支店からは支店長として個人営業（リテール営業）
と共に、北陸三県の法人営業（ホール営業）にも携わっている。
お酒は体質が合わず飲むことが出来ない。ゴルフも10年ほど前
に両手の関節が故障し、プレイ出来ずとサラリーマンとしては
残念な状況にある。趣味はドライブ。若いころからバイクや車が
好きで、現在も休日は北陸の観光名所を飛び回っている。冬の
雪道も楽しみにしており、先日、新しいスタッドレスタイヤを注
文し、準備万端で天気予報の雪ダルマを待っている状況である。
　証券業界も相場の動きによって波の激しい職場である。故に
支店が変わった場合、早くその土地に慣れることが非常に重要
である。幸い金沢という土地は温かい人たちが多く、町も都会
と自然の融合が程よく、歴史的にも魅力的な土地柄であるため、
働きやすく、住みやすい環境である。今後も、もっともっと金沢
を知り、またこの土地を愛し、少しでも長く居られるよう努力を
していこうと思う。
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入会挨拶

12月理事役員会報告（12月1日）
1．新会員候補者の件…承認。全会員へ通知する。

・村端一男氏…㈱フルーツむらはた代表取締役社長
　　　　　　　 （S48.11.28生 41歳）
 （職業分類：青果物販売　推薦人：松本浩平、浅田久太）

世界社会奉仕委員会では、金沢市在住留学生にこの年の瀬に
ささやかでも支援の手を差し伸べたいと計画し、会員宅に届け
られるお歳暮商品や家庭に眠っている生活用品の一部（生物
はご遠慮下さい）をご提供下さいます様お願いいたします。

　持込日時：12月15日（月）　11:30〜12:30
　持込場所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ「例会場」受付まで

留学生支援のお願い

書き損じハガキ回収にご協力下さい。



LIGHT UP ROTARY  ロータリーに輝きを

◆年忘れ家族例会
日　時：12月8日（月）　18:30〜
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18F
会　費：会　員･････････････10,000円
　　　　ご家族（中学生以上）･･･8,000円
　　　　　　　 （小学生以下）･･･5,000円
※12/8昼の例会はありません。

◆留学生への生活用品贈呈式
日　時：12月15日（月）　14:00〜
場　所：石川県留学生交流会館（もりの里）

◆交換学生レベッカ＆ケィティさん送別会＆誕生会
日　時：12月19日（金）　18:30〜
場　所：タベルナ・ガッパ
会　費：4,000円

◆金沢8RC新年合同例会
日　時：1月8日（木）　18:30〜
場　所：ホテル日航金沢　4Ｆ「鶴の間」
会　費：5,400円（全員登録）
※1/5の例会はありません。12/22, 12/29, 1/5 は休会です

山本…御縁をいただき、今回、話題の「黒門小路」のB1Fに4番目の直営店舗
を出すことが出来ました。ヨチヨチ歩きですが、皆様のご声援をいた
だきながら、しっかり運営していきたいと思います。感謝いたします。

岩木…今日の朝、東京の出版社「現代書林」より連絡が入り、私の拙著「後
継社長の経営バイブル」が紀伊国屋書店新宿南店で、週間（11/24〜
11/30）ランキング総合1位になったということです。皆様のお蔭であ
ります。ありがとうございました。

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。今日から
12月、12月と言えば年末…　ということで、本日、年末ジャンボ宝く
じの販売をさせていただきます。1等前後賞合わせて7億円のビッグ
チャンスです。是非よろしくお願いします。

徳野…50代最後の誕生日です。内容の濃い1年にしたいと心に決めており
ます。老いると1年の過ぎるのが、メチャクチャ早い。皆様、遊んでく
ださい。一生懸命生き抜いて、ニコニコと。

白川…お蔭様で、ロータリーで3度目の誕生日を迎えることが出来ました。
来年も祝っていただけますよう頑張ります。

越原…先月、結婚記念日にきれいなお花をいただきまして、誠にありがとう
ございました。

竹松…11月20日の結婚記念日に素敵なお花をいただき、ありがとうござい
ました。

大島淳光…12月結婚記念日のお祝をありがとうございます。17年になりま
した。これからも家族皆元気に過ごしたいと思います。ありがとうご
ざいました。

二木…18ヵ年の皆出席表彰をいただきまして、ありがとうございました。
中田…ニコニコではありませんが、先日は父の葬儀にお参りいただき、あ

りがとうございました。また、先週の木曜日に予定日より10日も早く、
初孫が生まれました。男の子です。皆に祖父の生まれ変わりやねとい
われています。

向井…先週、弊社金沢舗道は昨年度の石川県発注工事の中で優秀工事とし
て、北都鉄工さんと共に、土木部長表彰を受けました。北川義信先輩、
鈴木宗幸先輩の会社が県知事表彰をお受けになったのに比べ、一段
下の部長表彰の弊社が、ニコニコに発表する程の事は無いのですが、
来年度、先輩諸氏を見習って知事表彰を受けられるよう努力します、
という決意表明といたします。

　累計　714,470円　

❖ 12 月 1 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
11月10日 51／93　ホームクラブ　54.84%
10月27日 77／93　補正出席率　　82.80%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員1名）

❖ 12 月 8 日（月）例会 ❖

■ソング
“我等の生業”
“R-O-T-A-R-Y”

■本日の卓話
12月 8日  年忘れ家族例会

■例会卓話予定
12月15日  交換学生　レベッカ・クリリーさん
  「オーストラリアの紹介」
12月22日  休会
12月29日  休会
  1月  8日 金沢8RC新年合同例会（ホテル日航金沢）
  1月19日  ㈱センド　代表取締役社長　宮

み や た

田人
ひ と し

司氏
  「未定」
  1月26日  極真会館石川支部長　国

くにもと

本武
たけいち

市氏
  「未定」

■おめでとう（敬称略）
◎年間賞皆出席会員配偶者表彰

30 ヵ年　安達　悦子    30 ヵ年　山岸　幸代
25 ヵ年　中島　一代    25 ヵ年　鈴木　千恵
25 ヵ年　山﨑久仁子    20 ヵ年　松木美和子
15 ヵ年　坂本　純子    10 ヵ年　中田　春日
  5 ヵ年　太田　弓枝

■ニコニコBox（敬称略）
黒野…29日、エムザに待望の「黒門小路」が開業しました。「思い入れ」と

「こだわり」の詰まった大改装ができ、嬉しい限りです。皆様、是非ご
視察ください。

〈 例会メニュー 〉
12月  8日 〈中華〉年忘れ家族例会
12月15日 〈洋食〉牛フィレ肉の塩麹マリネの網焼き 冬野菜を添えて

R-O-T-A-R-Y
R-O-T-A-R-Y,

That  spells  Rotary,
R-O-T-A-R-Y,

is  known  on  land  and  sea;
From  North  to  South,  from  East  to  West,

He  profits  most  who  serves  the  best;
R-O-T-A-R-Y,

That  spells  Rotary.
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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

《HPアドレス》

http://www.kanazawahigashi-rc.com/

金沢東RCホームページ開設！！

12月は家族月間です


