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 Be a gift to the world
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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：岩　木　弘　勝
幹事：能　登　健太朗
会報：日根野　幸　子

　去る9月12日、晴天の下、片山津GC「加賀コース」に

て岩木会長年度第1回のグリーン会ゴルフコンペが開催

されました。

　参加会員は、言い訳のできない絶好のコンディション

の中、優勝目指してスタートしていきました。ラフに入

ると極端に難しくなるため、１打１打考えながらのショッ

トとなり、苦労したラウンドとなりました。また、使用

ティがレギュラーとフロントであったことも影響したの

か、全体的にスコアは伸びませんでした。そんな中、万

全の体調でない中参加いただいた田中和彦会員が見事

優勝されました。

　今回は、総勢15名のコンペとなり、中村和哉会員、南

志郎会員、黒木康生会員の3名がグリーン会初参加とな

り、表彰式で挨拶されました。

　今年度2回目のグリーン会は、11月14日（土）に開催

いたします。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

　なお、成績は次の通りです。
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グリーン会第1回ゴルフコンペ開催

9月理事役員会報告（9月14日）

1．金沢8RC幹事会報告
①金沢8RC新年合同例会登録料の件（ホスト：金沢西RC）

・2016年1月7日㈭  18:30〜
   ホテル日航金沢3F「鶴の間」
・会費を昨年より300円値上げし、5,700円とする。
②日台ロータリー親善会議に例会振替の件
・2016年6月5日㈰ 石川県立音楽堂、ホテル日航金沢
・実行委員会より、金沢8RCに親善会議を合同例

会への振替要請があり、各クラブの理事役員会に
諮ることとする。

2．新会員候補者の件…承認。全会員に通知する。

・星
ほし

  和
かずひろ

浩氏…日本ユニシス㈱北陸支店長（S38.4.21生 52歳）

 （職業分類：情報処理サービス  推薦人：浅田裕久、鏑木基由）

3．日台ロータリー親善会議への協力・支援の件
・会議開催の疑問点、問題点等を次回金沢8RC幹

事会へ持ち寄る。

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

10/19（月）例会は休会です

≪成　績≫	 OUT 　IＮ GROSS HDCP NET

■優　勝……田中　和彦 48 48 96 24.0 72.0
■準優勝……坂本　憲一 46 47 93 20.4 72.6
■３　位……南　 　志郎 43 41 84 9.6 74.4

≪特別賞≫
■ＢＧ賞……山崎　勝治 ■大波賞……山崎　勝治
■水平賞……田中　和彦 ■小波賞……坂本　憲一 
■ＤＣ賞…石野　一樹（№3）、白川ひとみ（№16）
■ＮＰ賞…山崎　勝治（№4）、徳野与志一（№7）、
　　　　　木屋　満晶（№12）、本谷　裕二（№17）
■優勝パートナー賞…安達　　洋、坂本　憲一、徳野与志一
■ＢＭパートナー賞…山崎　勝治、石野　一樹、黒木　康生



水上…9月のお誕生月を迎えました。60数年、元気に過ごしてこ
られた事に感謝し、これからも頑張りたいと思います。わ
が社のプレゼントをいただきました。ご愛顧に感謝してい
ます。

星　…お誕生日のお祝いをいただきました。純粋にうれしいです。
ありがとうございました。

大倉…誕生日お祝いをありがとうございます。今月、53歳になり
ました。道、まだ半ばです。

坂本…先日のグリーン会ゴルフコンペにて、2位をいただきました。
賞品は家族が大歓迎！ありがとうございました。

大島淳光…本日は宮本委員長の代理で、初めてニコニコBOXの
ご案内をさせていただきました。今後ともどうぞよろしく
お願いいたします。

　合計　429,571円　

❖  9 月 14 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 8 月31日 62 ／ 97　ホームクラブ　63.92%
 8 月24日 80 ／ 97　補正出席率　　82.47%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

◆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

◆ロータリー財団セミナー
日　時：10月24日（土）10:00〜12:00
場　所：グランドホテル白山
出席予定者：岩木、能登、二木

◆指導者セミナー
日　時：10月24日（土）13:00〜14:20
場　所：白山市松任学習センター
出席予定者：岩木、能登、厚見、徳野、小池田、木村

◆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、グランドホテル白山
登録料：11,000円（内2,500円はクラブ負担）

◆10月親睦委員会
日　時：10月28日（水）18:30〜
場　所：壽屋
会　費：10,000円

◆金沢8RC幹事会
日　時：10月29日（木）16:00〜
場　所：ホテル日航金沢
出席予定者：能登

〈	9月例会メニュー	〉
28日 〈洋食〉 牛フィレ肉のグリルに、秋の味覚を添えて

❖  9 月 28 日（月）例会 ❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
 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」

■例会卓話予定
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）
  「会社概要と最近の鉄鋼業界について」
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
  「未定」
11月  9日  金工作家　前

ま え だ

田真
ま ち こ

知子氏
  「未定」

■ おめでとう（敬称略）
◎８月年間皆出席祝

29 ヵ年　北川　義信        9 ヵ年　金谷　道憲
  3 ヵ年　浅田　久太        3 ヵ年　澤木　範久

■ニコニコBox（敬称略）
気谷…この度は、歴史と伝統のある金沢東ロータリークラブに入

会のご承認をいただき、ありがとうございます。ロータリア
ンとして頑張っていきますので、何卒よろしくお願いいたし
ます。

岩木…気谷さん、本日入会おめでとうございます。これからはロー
タリーライフを楽しんで下さい。今後ともよろしくお願いし
ます。

山岸…気谷さんのご入会を歓迎いたします。これで、金沢東RC会
員数100名を達成いたしました。岩木会長、山崎勝治会員
増強委員長のご尽力の賜物です。感謝申し上げますと共に、
気谷さんの今後益々のご活躍を期待いたします。

能登…気谷さん、入会おめでとうございます。今後ともよろしくお
願いいたします。

平野…新入会員に気谷源嗣さんを迎えることが出来ました。今後
ともよろしくお願いします。

藤弥…気谷 源嗣さん、ご入会おめでとうございます。共に金沢東
ロータリークラブを盛り上げていきましょう。9/10広告景
観賞での金沢市長賞の受賞、誠におめでとうございます。

小池田康成…今年も元気に誕生日（78回目）を迎えることが出来
ました。感謝、感謝です。クラブからのお祝、ありがとうご
ざいます。

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

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.


