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　以上、取りとめのない文章のとおり至らぬ点の多い私
でございますが、皆様のご指導宜しくお願いいたします。

　㈱金太　代表取締役社長
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　この度は輝かしい伝統ある金沢
東ロータリークラブの入会を認めて
いただきありがとうございます。
　先日社長に就任した時期とも重
なり新たな出会いが多く「光陰矢の
如し」を体感する毎日を過ごしてお
ります。
　私の会社は石川県を中心に隣県

の福井県や富山県へ鋼材と機械の販売をさせていただい
ております。また近年では鉄骨工事などの専門工事分野
に力を入れており北陸はもちろん中部地区や関東地区で
も施工実績を持っております。
　当社の経営理念は「商人の秩序を守り、己を磨き、公正
な競争を通じて業界の発展に尽くす企業を目指す」とあ
り毎週朝礼で唱和しておりますが、実践できていない事
が度々あり、反省の機会が多くあります。
　この理念は「自分の職業を通じて他人に奉仕する」と
いうロータリーの目的と共通であると思い、日々念頭に
置きながら活動していけば社業もロータリー活動も実の
あるものになると考えております。
　最後に皆様に早く顔を覚えていただくために少し個人
的なことを書かせていただきます。
・ビール、ワイン、日本酒、ウイスキーの順で好きなお酒

ですが三合程度のキャパを超えると悩ましい頭痛に襲
われます。

・近年体力アップのため始めたジョギングで「金沢マラ
ソン」に応募しましたが抽選で漏れました。

・ゴルフは大好きで夢は「セントアンドリュース」でプレー
することです。
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入会挨拶
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金沢東RC奨学財団より図書を寄贈

　金沢東RC奨学財団より、日頃、交換学生やインターア
クトクラブでお世話になっている石川県立金沢商業高等
学校へ第47回目の図書（15万円相当）を寄贈いたしまし
た。その目録贈呈が6月29日例会にて行われ、別川会長
より代表生徒の大宮瑞貴さんに目録が手渡されました。

≪寄贈図書≫
神学・政治論　上・下
マルテの手記
三文オペラ
郵便配達は二度ベルを鳴らす
僕はいかにしてキリスト教徒になったか
感情教育　上・下
狭き門
インターネットにお店を持つ方法
マネして完成！事業計画書
数学ガール
学校図書館の活用名人になる
世界が感動！ニッポンのおもてなし

　　　　他65冊

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

８月は会員増強・拡大月間です



柳内…本日、1年間皆出席の顕彰をいただき、恐縮しております。
あっという間の1年でしたが、充実した1年でもありました。
さらに精進いたしますので、よろしくお願いいたします。

川杉…金沢に着任以来、ようやくまとまった休みが取れてリフレッ
シュできました。夏の暑さも多少おさまってきたので、今後
バリバリやりたいと思います。

宮本亮一…来週の土、日に発売される金沢市プレミアム商品券関連
の保険を弊社にてご契約いただきました。購入価格の2割増
しの買い物が出来るチケットです。2日間で17億円を売り上
げて2カ月以内に20.4億円の買い物をしていただくという企
画です。事故がなく、大成功に終ることを願っております

　合計　265,921円　

❖  8 月 24 日（月）例会報告 ❖

“ガバナー補佐訪問”

■出席率報告
 8 月  3日 67 ／ 97　ホームクラブ　69.07％
 7 月27日 82 ／ 96　補正出席率　　85.42％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

◆夏の納涼例会
日　時：8月31日（月）　18:30〜　
場　所：六角堂Grill&Bar
会　費：会員･･･10,000円　配偶者･･･9,000円
※8/31昼の例会はございません。

◆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）

❖  8 月 31 日（月）例会 ❖

“夏の納涼例会”

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
 8月31日 夏の納涼例会（六角堂Grill&Bar）

■例会卓話予定
 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）
  「ガバナー公式訪問」
 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
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  「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
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郎氏（金沢東RC）
  「未定」

■ニコニコBox（敬称略）
泉ガバナー補佐…本日はガバナー補佐訪問にまいりました。1年間、

よろしくお願いします。
岩木…本日はご多用のところ、石川第1分区Aガバナー補佐の泉様に

お越しいただき、いろいろご指導くださいましてありがとう
ございます。

田中…本日、石川第1分区Aガバナー補佐の泉様をお迎えして、例会
を開催できますことを大変嬉しく思います。ニコニコと。

能登…石川第1分区Aガバナー補佐の泉様が訪問されています。本
日はクラブ協議会もよろしくお願いいたします。

不室…29カ年皆出席のお祝いをありがとうございました。永年のご
交誼に感謝いたします。30年に向けて頑張ります。

越原…27カ年皆出席表彰をいただきまして、ありがとうございます。
これも偏に健康であることに感謝して。

岩木…18ヵ年の皆出席のお祝いをいただきまして、ありがとうござ
います。今後ともご指導、ご支援くださいますよう、何卒よろ
しくお願いいたします。

松本浩平…8カ年皆出席のお祝いを頂戴しました。引き続きまして、
ご指導の程、よろしくお願いいたします。

徳野…7回目の皆出席表彰を頂戴いたしました。これからも健康に
留意し、長生きに努めます。

木屋…3ヵ年の皆出席顕彰をいただき、ありがとうございました。4
年目も達成できるよう頑張ります。

秋月…1ヵ年皆出席のお祝いをありがとうございました。これからも
継続できるよう頑張ってまいります。

大島淳光…皆出席表彰をいただくことが出来ました。入会させてい
ただき、早1年が経ちました。これからも表彰いただけるよう
に精進いたします。

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

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.


