
2011.9.26　No.2456

国際ロータリー第2610地区
2011-2012年度ガバナー

炭
す み や

谷 亮
りょういち

一（金沢百万石RC)

【プロフィール】

職業分類　歯科医師（歯学博士）

生年月日　1947年（昭和22）11月27日  金沢市生まれ

住 　 所　石川県金沢市石引2-8-6

学　　歴　日本歯科大学卒業

職　　歴　1973年 日本歯科大学放射線学教室入局

 　1975年 飯野歯科医院（金沢）勤務

 　1976年 国立国際医療センター 歯科口腔外科

 　1978年 現在地にて開業

資　　格　1973年 歯科医師免許証取得

　　　　　1997年 歯学博士

趣　　味　テニス・読書・海外旅行

ロータリー歴

　1992年 金沢北ロータリークラブ入会

　1992年 ポール・ハリス・フェロー

　1995年 米山功労者

　1998年 金沢百万石ロータリークラブ入会

  （チャーターメンバー）

　2000年 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

　2004年 米山功労者マルチプル

　2004〜05年 金沢百万石ロータリークラブ会長

　2005〜06年 石川第１分区Ｂ　ガバナー補佐

　去る9月3日、今年度最初のゴルフ会が、片山津ゴル
フ倶楽部『加賀コース』で開催されました。当日は、台
風12号が瀬戸内海にうろうろしている状態で、参加者か
らは、「まさか、台風の中でゴルフはないやろぉ」と不安
の声が上がっておりました。ほぼ全員から、開催をする
かどうかの問い合わせが、あったほどです。
　しかし、当日は時折の小雨に降られただけで、無風状
態の中プレーを行うことができました。鈴木会長の強運
が、無事ゴルフ会遂行を叶えてくれたようです。
　結果は、下記の通りです。尚、次回は11月12日に片
山津ゴルフ倶楽部『日本海コース』での開催になります。
多くの会員のご参加をお待ちしております。
追伸：ドラコン１つ、ニアピン２つ獲得して、ブービー賞
とは…鈴木会長は、運はあっても、ゴルフ下手？

（記　グリーン会部会長：徳野与志一）

≪成　績≫ OUT I Ｎ GRS HDCP NET

■優　勝……北川　義信 44 44 88 15.6 72.4
■準優勝……中田　吉則 52 52 104 31.2 72.8
■３　位……笠間　史盛 46 45 91 16.8 74.2
≪特別賞≫
■ BG賞………北川　義信 ■水平賞………北川　義信　　
■大波賞………宮野　　敬 ■小波賞………笠間　史盛
■ DC賞…………№   3  鈴木　宗幸　№ 11  竹内　　靖
■ NP 賞…………№   4  宮野　　敬　№   7  鈴木　宗幸
　　　　　　　　№ 12  鈴木　宗幸　№ 17  大神　哲明
■優勝パートナー賞…山岸　敬秀、徳野与志一
■ＢＭパートナー賞…宮野　　敬、大神　哲明、鈴木龍太郎
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ようこそ炭谷ガバナー！
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第１回グリーン会ゴルフコンペ開催



❖ 9 月 26 日（月）例会❖

“ガバナー公式訪問”

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
9 月 26日 国際ロータリー第2610地区ガバナー
 炭

す み や

谷　亮
りょういち

一氏（金沢百万石RC）
 「ガバナー公式訪問」

■例会卓話予定
10月 3 日 ホテル日航金沢　チーフコンシェルジュ
 小

こ じ ま

島　久
ひ さ え

枝氏
 「旅の翼・心の翼」
10月17日 金沢アートディレクタークラブ
 会長　宇

う の

野たまこ氏
 「未定」

■ おめでとう（敬称略）
◎８月年間皆出席祝

30 ヵ年　中西　弘信  27 ヵ年　松本　洋武
25 ヵ年　北川　義信        5 ヵ年　金谷　道憲

■ニコニコBox（敬称略）
松原ガバナー補佐（金沢香林坊ＲＣ）…本日はよろしくお願いいたしま

す。
鈴木宗幸…松原ガバナー補佐をお迎えして、本日は誠にありがとうござ

います。
北川…９月３日のグリーン会で優勝させていただきました。また、ベス

グロも頂きました。シングル級の人がいなかったので、運が良
かったのかもしれません。ありがとうございました。

朝倉…夏の納涼例会のジャンケン大会でキリンビールをいただきまし
た。ロータリーに入会して初めての景品です。ありがとうございま
した。

鏑木…９月２日から本日までウィーン・ミラノ・ベネチァ・ロンドン・東
京・札幌・成田と九谷焼とワインと日本酒の仕事で回って来まし

た。１１日間で９回飛行機に乗りました。ロンドンではＩＷＣ（イ
ンターナショナル・ワイン・チャレンジ）のパーティに参加し、世
界のワインの授賞式を見てきました。ワインは15,000本、日本
酒は500本の中から金賞とチャンピオンが選ばれます。日本酒は
今年は佐賀県の『鍋島』がチャンピオン、石川の天狗舞の山廃も
6/500の金賞に入っていました。強行スケジュールの中、ミラノで
サッカー日本代表の永友と食事をし、誕生日ということで鏑木ワ
イングラスをプレゼント！今年中に金沢に遊びに来るそうです。
この頃、『フーテンの寅』の渥美清さんの気持ちが分かるような
気がします。行く所、行く所、マドンナとワインで最高です。最後に
納涼例会では素晴らしい景品をありがとうございます。

累計　349,150円

❖ 9 月 12 日（月）例会報告 ❖

“ガバナー補佐訪問”

■出席率報告
8 月29日 52 ／ 92　ホームクラブ　56.52％
8 月22日 80 ／ 92　補正出席率　　86.96％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員1名）

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

◆ガバナー公式訪問会長幹事懇談会
日　時：9月26日（月）　11:30〜12:15
場　所：金沢スカイホテル18F
出席予定者：鈴木宗幸、米沢、松本浩平、小池田康秀、山岸

◆副会長指名委員会
日　時：9月26日（月）　13:40〜
場　所：金沢スカイホテル18F
出席予定者：鈴木宗幸、紙谷、山岸、山﨑、米沢、半田、
　　　　松本浩平

◆新会員研修会
日　時：10月3日（月）　11:30〜
場　所：金沢スカイホテル18F
出席予定者：山崎、浅田、鈴木宗幸、松本浩平、朝倉、石野

◆歴代パスト会長懇談会
日　時：10月11日（火）　18:30〜
場　所：石亭
会　費：10,000円
出席予定者：松尾、浅田、諸江、和田、北川、高桑秀治、不室、
　　　　中島、山岸、高桑幸一、山﨑、鈴木宗幸、米沢、半田、
　　　　松本浩平、小池田康秀

◆職業奉仕研修旅行
日　時：10月18日（火）〜19日（水）
視察先：東京証券取引所、貨幣博物館、日本銀行
宿　泊：ホテルメトロポリタン丸の内
観光組：浅草・隅田川下り・劇団四季「オペラ座の怪人」
ゴルフ組：程ヶ谷カントリー倶楽部
会費（予定）：観光組…57,000円
　　　　　ゴルフ組…55,000円
　　　　　　　　　（プレー代、飲食代、交通費は各自負担）

◆第2610地区　2011〜2012地区大会
日　時：10月29日（土）〜30日（日）
場　所：金沢アートホール、石川県立音楽堂、
　　　　ホテル日航金沢
会　費：11,000円（内2,000円はクラブ負担）
※10/31昼の例会はありません。

◆グリーン会ゴルフコンペ
日　時：11月12日（土）　8:03スタート
場　所：片山津GC「日本海コース」
会　費：グリーン会メンバー不要（プレー代は各自負担）
　　　　その他の方…5,000円９月は新世代のための月間です

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

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.


