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第1回グリーン会ゴルフコンペ開催

　去る9月１日、中田会長年度第1回のグリーン会ゴルフ
コンペが開催されました。前日からの雨がスタートし
て数ホールは残りましたが、天候は回復し後半は気持ち
よくラウンドできました。メンバーは水分を含んだバン
カーや深いラフに苦戦しながらのラウンドとなりまし
た。そんな中、白川会員が男性陣と同じティーマークか
らプレーし好スコアで見事優勝されました。表彰式で
は、「2回目の優勝をする事ができました。同伴メンバー
と打合せ通り、同組から優勝とBMを出す事ができて
大変嬉しいです」と挨拶されました。ベスグロは、実力
通り79の好スコアで椿原会員が獲得されました。白川
会員・椿原会員おめでとうございました。今回の賞品は、
中田会長に「焼肉用」のお肉をご用意いただきました。
　今回は、総勢16名のコンペとなり、渕上司朗会員と
石川仁志会員が初参加、表彰式で挨拶されました。次
回は、11月24日（土）に片山津ゴルフ倶楽部「加賀コー
ス」で開催いたします。今年度も多くの皆様のご参加を
お待ちしております。

（記　グリーン会部会長：木屋  満晶）

≪成　績≫	 OUT 　IＮ GROSS HDCP NET

■優　勝……白川ひとみ 45 41 86 14.4 71.6
■準優勝……木屋　満晶 46 42 88 15.6 72.4
■３　位……椿原　正浩 38 41 79 6.0 73.0
≪特別賞≫
■ＢＧ賞……椿原　正浩 ■水平賞……南　　志郎
■大波賞……中田　吉則 ■小波賞……北川　義信 
■ＤＣ賞…木屋　満晶（№3）、南　　志郎（№16）
■ＮＰ賞…南　　志郎（№4）、白川ひとみ（№7）、
　　　　　椿原　正浩（№12・№17）
■優勝パートナー賞…向井　健夫、渕上　司朗、市川　元久
■ＢＭパートナー賞…向井　健夫、白川ひとみ、市川　元久

10月理事役員会報告（10月15日）

1．退会者の件…承認
・粟森正哉会員…退職のため、9/30付で退会。

2．新会員候補者の件…承認。全会員へ通知。
・小西敏雄氏…

 キリンビール㈱北陸支社長（S43.5.12生 50歳）
（職業分類：ビール製造　推薦人：米沢　寛、松本浩平）

・鍋谷一貴氏…
 中村住宅開発㈱代表取締役社長（S46.2.26生 47歳）
（職業分類：住宅販売　推薦人：岩本秀成、鷺　佳憲）

・中井弘之氏…
 ソニー生命保険㈱金沢ライフプランナーセンター第１支社
 エグゼクティブライフプランナー（部長）（S45.12.2生 48歳）
（職業分類：生命保険　推薦人：石野一樹、三平佐弓）

・塩村秀樹氏…
 なるわ交通㈱代表取締役（S41.12.25生 51歳）
（職業分類：タクシー事業　推薦人：浅野達也、野村圭作）

3．2019-2020年度派遣交換学生の報告
・松本　諒さん…金沢泉丘高校1年
　　　　　　 （松本浩平会員ご息女）を派遣予定

4．北海道胆振東部地震義援金の件…承認
・一人あたり1,000円の義援金要請がガバナーより

有り。
・10/1例会にて53,000円をBOXで集め、不足分を
ニコニコBOXより支出し、計106,000円を送金。

5．その他
・年忘れ家族例会に米山奨学生と大学の指導教官

を招待する。

10月は経済と地域社会の発展月間･
米山月間です

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



◆パスト会長懇談会
日　時：10月29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：11月7日（水）〜8日（木）
視察先：日新電機㈱の迎賓館「石村亭」
　　　　住友コレクション「泉屋博古館」
懇親会：京料理「ちもと」
観光組：サントリー山崎蒸留所、松花堂庭園・美術館
ゴルフ組：城陽カントリー倶楽部
会　費：観光組……60,000円
　　　　ゴルフ組…53,000円（プレー代各自負担）

◆グリーン会  第2回ゴルフコンペ
日　時：11月24日（土）　8:59スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」

〈	例会メニュー	〉
10/29 〈中華〉秋に味覚を味わう中華

冨久尾…今月の百獣の王会ゴルフは、昨日、私の誕生日の10／14に開催され、
誕生日が同じ笠間さん、向井さん、小池田康秀さんの4人が同じチー
ムで参加し、オネストジョンで再び百獣の女王に返り咲かせていただ
きました。また、誕生日のプレゼントとして、それぞれがショートホー
ルで乗らなかった人から集めた罰金のプレゼントまでいただきました。
皆さんの友情とご配慮に感謝です！ニアピン賞の方、ごめんなさい。

白川…昨日第48回百獣の王コンペを開催させていただきました。多くのご参
加ありがとうございました。

笠間…誕生日のプレゼントをありがとうございました。美味しいコーヒーと
バームクーヘンを皆で美味しく食べました。

紙谷…誕生日祝をありがとうございました。本日は首を寝違えて痛めており
ますが、身体に気をつけて頑張ります。

松本浩平…誕生日のお祝いをいただきました。ありがとうございました。
冨久尾…誕生日のお祝いをありがとうございました。健康でいられることに

感謝してニコニコと。
根布…結婚記念日に可愛いお花をありがとうございました。
鈴木宗幸…10月3日、43回目の結婚記念日を迎えました。お祝いをいただき、

ありがとうございました。
柳内…10月10日の結婚記念日にお花をいただきました。30年目に突入しま

した。ありがとうございます。
藤弥…結婚記念日のお花をいただき、誠にありがとうございます。10月11日

で19年となります。来年は20年です。これからも夫婦仲良くニコニコ
と‼

外山…結婚記念のお花をありがとうございました。11回目の記念日でした！
ここ数年、駅西本町名物の激しい夫婦喧嘩もなく、平和な日々が続い
て、いつもニコニコ！

大場…結婚記念日に素敵なお花を届けていただき、誠にありがとうございま
した。来年は結婚25年の節目を迎えます。新婚旅行に行けなかったの
で、妻と二人で海外旅行に行きたいと思います。

中村…結婚記念日にお祝のお花をいただきました。ちょうど30年になりまし
た。これからもお花をいただき続けられるよう精進したいと思います。
ありがとうございました。

渡辺…結婚記念日にお花をいただき、ありがとうございました。毎年、玄関
先で花に気づいて、家でもさも覚えているかのように振る舞うことが
できます。お蔭様で何とか夫婦円満でございます。

　合計　533,529円　

❖  10 月 15 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 9 月10日 55 ／ 101　ホームクラブ　54.46％
 9 月  3日 81 ／ 101　補正出席率　　80.20％
　　　　　　　　　　　　　   （出席免除会員5名）

❖  10 月 28 日（月）例会報告 ❖

“国際ロータリー第2610地区2018-2019年度地区大会”
■出席率報告

10 月  1日 54 ／ 101　ホームクラブ　53.47％
  9 月10日 76 ／ 101　補正出席率　　75.25％
　　　　　　　　　　　　　   （出席免除会員5名）

❖  10 月 29 日（月）例会 ❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
10月29日  北陸先端科学技術大学院大学　副学長
  川

かわにししゅんご

西俊吾氏（金沢東RCロータリー財団奨学生OB)
  「グローバルな舞台で生きる」

■例会卓話予定
11月  5日  休会
11月12日  金沢市国際交流員　デュポワ・マチルダ氏
  「フランス人から見たカナザワ」
11月19日  白山市ジオパーク・エコパーク
 　 推進室長　山

やましたひろまさ

下浩雅氏
  「世界を目指す白山手取川ジオパーク」
11月26日  一般社団法人FSVスポーツアカデミー
  ヴィンセドール白山フットサルクラブ代表
 　 鈴木修平氏
  「フットサルチーム　ヴィンセドール白山に
  　かける思い」

■おめでとう（敬称略）
◎９月年間皆出席祝

 30ヵ年 若林　智雄 17ヵ年 鏑木　基由
 15ヵ年 田中　和彦 1ヵ年 横山　秀雄

■ ニコニコ Box（敬称略）
井上…この度、「金沢市経済活動賞」を受賞いたしました。これもひとえに日

頃の皆様方の温かいご指導のお蔭と感謝いたしております。これから
も精進して、ものづくり産業の発展と地域の振興に貢献してまいりま
すので、変わらぬご厚情をお願い申し上げます。

谷村…今年3月〜5月にかけて開催した金沢美術倶楽部100周年記念事業
（展覧会・茶会など）が金沢市から評価され、金沢市文化活動賞を受
賞させていただきました。ご協力いただきました多くの方々に、心か
らの感謝の気持ちを込めてニコニコと。追伸：同じ日に経済活動賞を
受賞された井上さん、おめでとうございました。

鏑木…先々週、京都の松尾大社で酒サムライの叙任状をいただきました。世
界で77人だそうです。海外の方25名、海外で活躍している日本人と日
本で活動している人52名だそうです。一昨年、ソムリエドヌールもい
ただいたので、これからワインとお酒の世界でますます頑張ります！
　そして、先週、フランスの凱旋門賞のVIP席が手に入ったので、馬好
きの会社のスタッフを連れて行ってきました。着物とボルサリーノの
帽子でビッチリきめていきましたが負けました。来年は羽織袴でリベ
ンジです。

紙谷…キャットが先週から我が家の一員になりました。小さい子供がいるの
で一層賑やかです。キャットが楽しそうにしてくれているのが嬉しい
です。

会務報告

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.

11/5㈪は休会です


