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国際ロータリー第2610地区
2015-2016年度ガバナー
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春（野々市RC)

【プロフィール】
職業分類	 私塾経営
生年月日	 1951年（昭和26年）5月16日生まれ		
住 　 所	 石川県金沢市三馬1-424
最終学歴	 中央大学法学部法律学科卒業
職　　歴	 ㈱CWM総合経営研究所　統括マネージャー
	 1986年1月	㈱日本エルデイアイ設立（代表取締役）
	 	現在に至る
ロータリー歴
1990年	１月	 野々市ロータリークラブ入会
1993年11月	 ポール･ハリス･フェロー
2004-05年度	野々市ロータリークラブ第25代会長
2005年		7月	 ポール･ハリス･フェロー　マルチプル1回目
2007-08年度	 石川第1分区Bガバナー補佐
2007年12月	 米山功労者
2011-12年度	 地区会員増強小委員会委員長
2011年		7月	 ポール･ハリス･フェロー　マルチプル2回目
2011年		9月	 米山功労者　マルチプル1回目
2012-13年度	 地区会員拡大増強委員長
2012年		8月	 米山功労者　マルチプル2回目
2014年		1月	 ポール･ハリス･フェロー　マルチプル3回目
2014年		1月	 米山功労者　マルチプル3回目
2014年		7月	 ポール･ハリス･フェロー　メジャー・ドナー
	 ベネファクター
2015年		2月	 米山功労者　メジャー・ドナー

その他役職
学習塾協議会いしかわ　元会長（在任期間12年）
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ようこそ柳生ガバナー！
❖  9 月 7 日（月）例会 ❖

“ガバナー公式訪問”

■ソング
“君が代”
“奉仕の理想”

■本日の卓話
	 9月		7日	 第2610地区ガバナー　柳

やぎゅう

生好
よしはる

春氏（野々市RC）
	 	 「ロータリーの魅力」

■例会卓話予定
	 9月14日	 セコム北陸㈱　代表取締役社長
	 	 柳

やな い

内清
きよたか

孝氏（金沢東RC）
	 	 「ここ1年間のセコムのトピックス」
	 9月28日	 金沢美術工芸大学事務局長　藤

ふじい

井　宏
ひろし

氏
	 	 「金沢美術工芸大学のこれから」
10月		5日		 ㈱金太　代表取締役社長
	 	 南

みなみ

　志
しろ う

郎氏（金沢東RC）
	 	 「未定」
10月19日		 休会
10月25日		 第2610地区大会
11月		2日		 米山奨学生　オレナ・トルシュさん

■ニコニコBox（敬称略）
岩木…本日の『夏の納涼例会』に87名ものたくさんの皆様のご参加

をいただきまして、誠にありがとうございます。「常に明るく
前向きに」みんなで楽しい一時にしましょう。そして、竹澤さ
んとチームの皆様、本日はありがとうございます。

向井…本日は若干、天候に恵まれない日となりましたが、恒例の納涼
例会にご参加いただき、ありがとうございます。不慣れな六角
堂G&Bですが、一所懸命、親睦委員会一同頑張ります。

岩木…向井親睦委員長をはじめ親睦委員会のメンバーの皆様、本日
は夏の納涼例会のお世話をいただきまして、誠にありがとう
ございます。心より厚く御礼申し上げます。

浅田裕久…I	 love	youを云える日に、可愛いフラガールに云えませ
んでした。残念！！　定員オーバーの狭い会場でしたが、納涼
例会を盛大にご利用賜り、ありがとうございました。

小池田康成…素晴らしいスナップになりました。
山岸…夫婦で素敵なハワイアンムードを味わいました。ありがとうご

ざいました。
和田…親睦委員会の皆様、楽しい例会を企画していただき、ありが

とうございました。写真も撮っていただきました。
西川…親睦委員会の皆様、お世話様でした。お蔭様で楽しい納涼例

会でした。ありがとうございます。



中島秀雄…家に持って帰るべきかどうか迷う写真をいただきました。
親睦委員会の皆様、お世話ありがとうございました。

米沢…8月31日の六角堂の夏の納涼例会、大変楽しませていただき
ました。向井委員長、親睦委員会のメンバーの皆様に心より
感謝申し上げます。

諸江…楽しい納涼例会でした。
根布…楽しい仲間と美味しいステーキ、夫婦で心から楽しんでいま

す。ありがとうございます。
山﨑修二…野菜の日に美味しいお肉、楽しい納涼例会をありがとう

ございました。
北川…過ぎゆく夏の終わりに、フラダンスと共に良い思い出がつく

れました。
松本浩平…向井委員長をはじめとされます親睦委員会の皆様、今宵

は楽しい一時をありがとうございました。
別川…夏の思い出をありがとう。ワイキキに行きたかったなあ！
二木…フラダンス、最高でした！！　留学生Hannah、Tiffany、そし

てRC会員の皆様のご健勝を祈念して、ニコニコと。
田中…フラダンス、バンザ～イ！！
石野…ハナのデビューに皆さん、温かく迎えてくださり、ありがとう

ございます。本人も喜んでいるように見えました。
大島淳光…家内と娘のティファニーと納涼例会に参加させていただ

きました。美味しい食事と楽しい雰囲気の中、大変楽しい時
間を過ごすことが出来ました。

鈴木（内）…今日はI	Love	You!!　言ってもらえたかな!？
本田…親睦委員の皆さん、楽しい会をありがとうございました。また、

お誕生日のお祝いをありがとうございました。毎日、美味しい
コーヒーをいただいて出勤しております。

笠間（内）…今日は素敵な場所で美味しいお料理をどうもありがと
うございました。美味しいお肉やビール、楽しい夜です。

酒井…心から感謝の気持ちを伝えられました。
並木…美味しいステーキをいただき、久し振りにリラックスさせてい

ただきました。ありがとうございました。
金谷…今日は楽しい会でした。フラダンスは夏ですね。来年もお願

いします。
能登…親睦委員会の皆様、楽しい会をありがとうございます。
澤木…納涼例会のフラダンサー・ツーショット、美女に美酒、美肉。

これを酒池肉林と言うのでしょうか。明日への活力が湧いて
きました。これからも品位を失わず、精進します。行く夏の思
い出、親睦委員会の皆様、ありがとうございました。

中田…ツーショットの写真は家内に見せられません！
徳野…来年は気楽な格好で来ます。還暦を迎える夫婦が楽しい時間

を過ごせました。
小池田均（内）…今日はとても楽しかったです。徳野さんの横で色々

◆ガバナー公式訪問会長幹事懇談会
日　時：9月7日（月）　11:20～12:20　
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18F
出席予定者：岩木、田中、能登、木村

◆金沢8RC幹事会
日　時：9月7日（月）　13:40～
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18F
出席予定者：能登

◆グリーン会第１回ゴルフコンペ
日　時：9月12日（土）　7:35スタート　
場　所：片山津GC「加賀コース」

◆交換学生ハナさん歓迎会
日　時：9月12日（土）　18:30～　
場　所：タブリエ
会　費：3,000円

◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日　時：9月14日（月）　11:30～
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ10F「加賀の間」
出席予定者：気谷、岩木、山岸、能登、平野、藤弥

◆9月理事役員会
日　時：9月14日（月）　13:40～
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ10F「加賀の間」

◆副会長指名委員会
日　時：9月28日（月）　13:40～
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18F

◆9月親睦委員会
日　時：9月28日（月）	17時ANAホリディ･イン金沢スカイ1F集合
場　所：湯谷亭
会　費：10,000円

◆パスト会長懇談会
日　時：10月5日（月）　18:30～	
場　所：かなざわ石亭
会　費：10,000円

◆職業奉仕研修旅行
日　時：10月20日（火）～21日（水）　
訪問先：京都裏千家「今日庵」、「真々庵」、
　　　　「㈱イシダ滋賀事業所」、瀬田ゴルフコース	他
会　費：観光組･･･49,000円　ゴルフ組･･･43,000円

◆国際ロータリー第2610地区 2015-2016地区大会
日　時：10月24日（土）～25日（日）　
場　所：白山市松任文化会館、松任総合運動公園体育館、
　　　　松任学習センター、グランドホテル松任
登録料：11,000円（内2,500円はクラブ負担）

〈 9月例会メニュー 〉
		7日	〈和食〉	甘えび天丼
14日	〈中華〉“旬の秋野菜を使って”銀杏、栗、里芋、茸など色々と
28日	〈洋食〉	牛フィレ肉のグリルに、秋の味覚を添えて

９月は基本的教育と識字率向上月間です

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

教わりました。主人と同伴で、今日は嬉しかったです。野菜の
日、サカイダフルーツ、よろしくお願いいたします。

山本…久し振りに夫婦二人で出席しました。仲は変わらないけど（お
互い）重さが変わっていました。（騙されてやるか…）I	Love	
You！

中島淳一…素晴らしい機会をいただきました。委員の皆様、ありが
とうございます。元気いっぱい！！いただきました。明日から
頑張ります。感謝です。

宮本亮一…向井委員長をはじめ親睦委員会の皆様、本日はこのよう
に盛大な納涼例会を開催いただきましてありがとうございま
す。今日はお祭りです。会場で宮本を見かけたら「やぁ」と声
を掛けてください。直ぐに白い封筒をお渡しいたします。ご協
力をよろしくお願いします。

　合計　347,921円　

❖  8 月 31 日（月）例会報告 ❖

“夏の納涼例会”

■出席率報告
	8	月10日	 55 ／ 97　ホームクラブ　56.70％
	8	月		3日	 84 ／ 97　補正出席率　　86.60％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

10／19（月）例会は休会です


