
世界へのプレゼントになろう
 Be a gift to the world

金沢東ロータリークラブ会報

事務局：金沢市彦三町2丁目1番地45号  むさしビル4F
ＴＥＬ：076-260-1212　FAX：076-260-5656
E-mail：k-eastrc@gaea.ocn.ne.jphttp://www.kanazawahigashi-rc.com/

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

❖  5 月 16 日（月）例会 ❖

■ソング
“我等の生業”
“R-O-T-A-R-Y”

■本日の卓話
  5月16日  ANAホリデイ･イン金沢スカイ
  ホテル支配人　飯

いいぬまきよひと

沼潔人氏（金沢東RC）
  「ホテルの指標あれこれ」

■例会卓話予定
  5月23日  かなざわ・凛や　藤

ふじもと

元澄
すみよ

代氏
  「10年後の自分に褒められる生き方を」
  5月30日  金融広報アドバイザー　伊

い と う あ さ こ

藤麻子氏
  「おいしい話にご用心
   ー消費者トラブル最新情報」
  6月  5日  第5回日台ロータリー親善会議
  （14:00〜 石川県立音楽堂コンサートホール）
  ※6/6通常例会はありません
  6月13日  交換学生　Hannah Huismanさん
  「母国の紹介他」
  6月20日  休会
  6月27日  会長・幹事退任挨拶
  7月  4日  会長・幹事新任挨拶
  7月11日  臨時総会（決算・予算）
  ５大奉仕委員長新任挨拶

■ おめでとう（敬称略）
◎５月お誕生日祝

坂本　憲一　5.  3 諸江　賢二　5.  8
別川　　稔　5.  9 西川　英治　5.  9
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　キリンビールマーケティング㈱北陸統括支社長

粟
あわもり

森  昌
ま さ や

哉

　この度、米沢寛様と松本浩平様

のご推薦をいただき、金沢東ロータ

リークラブへ入会しました粟森昌哉

でございます。私はキリンビールマー

ケティング㈱北陸統括支社長として

2016年4月より着任し、金沢市を拠

点に北陸3県において、キリングルー

プが製造・輸入した商品のマーケ

ティング戦略の遂行や営業活動をする組織を取り纏めて

おります。

　私は1961年（昭和36年）に金沢市大野町で生まれ、高

校までをこの地で育ちました。中学、高校時代は野球に打

ち込み、チームの勝利を全員で味わうことの喜びを体験

し、その後の仕事におけるチームの中での「人を活かすマ

ネージメント」に大きな影響を持つことになりました。以

降、大学を卒業後お酒業界にあこがれ、キリンビールの関

連会社であるキリン・シーグラムという洋酒の製造・輸入・

販売の会社に入社しました。洋酒営業時代は経済のバブル

期も経験し高級酒が飛ぶように売れたことが思い出され

ます。1996年以降にキリンビールへ出向、転籍し東京での

営業、長野、広島での支社長を経験し、現在の職務となり

ました。支社長として地域に住むお客様と様々な場面で交

流し、その地域の皆さんが持っている誇りや文化、気質、

風土などをよく知ることで、キリンの商品を通じて皆さん

の豊かで笑顔あふれる毎日が創られていくことを仕事の

信念にしてきました。この故郷金沢でも今までの経験を活

かし、金沢東ロータリークラブの皆様と奉仕の理想の実践

に努めてまいります。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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入会挨拶

５月理事役員会報告（5月9日）
1．新会員候補者の件…承認。全会員に通知する。

・大石泰正氏…㈱みずほ銀行金沢支店長（S44.4.16生 47歳）
 （職業分類：都市銀行　推薦人：不室　昭、別川　稔）

2．熊本地震義援金の件…承認。
・地区へ100万円、北陸中日新聞へ50万円をニコニコ 

  BOXより支出する。

3．日台親善会議受付応援要請の件…承認。
・日台親善会議の受付・誘導業務に応援会員2名を派 

  遣する。人選は親睦委員会に一任。



◆交換学生ハナさん誕生会
日　時：5月18日（水）　19:00〜
場　所：オステリア・デル・カンパ−ニュ
会　費：3,000円

◆5月親睦委員会
日　時：5月23日（月）　18:30〜
場　所：葵寿し
会　費：10,000円

◆第5回日台ロータリー親善会議
日　時：6月5日（日）
　　　　14:00〜16:00　会議・式典
　　　　16:00〜17:30　記念講演
　　　　18:00〜20:00　懇親会
場　所：会議・式典・講演会…石川県立音楽堂コンサートホール
　　　　懇親会…ホテル日航金沢
参加費：懇親会参加の場合、18,000円
　　　　会議・式典・講演会のみの場合はクラブ負担
※6/6昼の通常例会はありません。

◆金沢8RC新旧会長・幹事会
日　時：6月8日（水）　18:30〜
場　所：壽屋
会　費：15,000円
出席予定者：岩木、田中、能登

◆インターアクト協議会
日　時：6月18日（土）　10:00〜15:15
場　所：こまつ芸術劇場うらら　2F「小ホール」
会　費：2,000円（クラブ負担）
出席予定者：小池田　均

◆クラブ国際青少年交換委員長会議
日　時：6月19日（日）　14:00〜15:30
場　所：砺波市文化会館　「多目的ホール」
会　費：2,000円（クラブ負担）
出席予定者：紙谷

三平　佐弓　5.11 高岩　勝人　5.11
高屋喜久子　5.11 山崎　勝治　5.11
南　　志郎　5.25

◎５月ご結婚記念日祝
諸江　賢二　5.  3 村端　一男　5.  7
谷村庄太郎　5.  8 髙桑　幸一　5.14
宮本　秀夫　5.15 粟田　真人　5.20
松本　浩平　5.20 忠田　秀敏　5.23
古田　善也　5.24 荒木　吉雄　5.26

■ニコニコBox（敬称略）
粟森…伝統ある金沢東ロータリークラブに入会させていただき、

誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。
岩木…粟森さん、ご入会おめでとうございます。ロータリーライフ

を大いに楽しんで下さい。益々のご活躍とご発展を心より
お祈り申し上げております。

能登…粟森昌哉さん、ご入会おめでとうございます。今後ともよろ
しくお願いします。

山岸…新会員　粟森昌哉さんのご入会を心から歓迎いたします。
金沢東ロータリークラブはキリンビールさんに何かとお世
話になっております。

山本…粟森さんの入会をお待ちしておりました。お喜び申し上げ
ます。『一番搾り』、また新しく出来る予定の『石川づくり』
で共に乾杯しましょう！

米沢…23年間皆出席の顕彰をいただき、ありがとうございました。
これからもご指導よろしくお願いします。なお、今回、キリ
ンビール北陸統括支社長の粟森さんの推薦人をさせていた
だきます。前成島支社長同様仲良くお願いします。

〈 例会メニュー 〉
16日 〈洋食〉鰈のソテ− ラングスチ−ヌの香草焼き
23日 〈中華〉小海老と野菜の青麻醤炒めをメインに
30日 〈和食〉皐月弁当

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

５月は青少年奉仕月間です

『第30回 愛の献血運動』実施のご案内
日　時：5月16日（月）9:30〜16:00
場　所：近江町十間町広場
※献血にご協力いただいた方には粗品（鉢植花）を贈呈
いたしますので、会員およびご家族、会員事業所の従
業員様のご協力をお願いいたします。

※今回は400ml献血のみの受付となります。

松本浩平…粟森昌哉さんのご入会を心から歓迎申し上げます。皆
様のご交誼をよろしくお願いいたします。

星和浩…本日は卓話の機会を賜り、ありがとうございました。今後
もアンテナを高く、精進してまいります。

太田有彦…久し振りの出席となります。昨年の夏、妻が金沢大学で
も12例目という難病を宣告され入院生活が続いておりまし
た。看病、家事など私の生活も一変しましたが、お蔭様で9
カ月の入院を経て先週、退院し、自宅での療養生活ができ
るようになりました。病気自体は生涯治ることはないとの
ことで、今後もどんな生活になるのかは分からないのです
が、何はともあれ、皆様に御礼を申し上げたく出席させて
いただきました。国からの医療費の助成をいただき、感謝
しています。皆様、本当にありがとうございました。

諸江…5月2日の結婚60年の記念日にきれいなお花をいただき、
ありがとうございました。これからも健康に気をつけて頑
張りますので、よろしくお願いします。

村端…結婚記念日のお花をありがとうございました。12年目も頑
張ります。

岩木…結婚記念日のお祝いをいただきまして、ありがとうございま
した。お蔭様で31年持ちこたえました。皆様には今後もご
指導をよろしくお願いいたします。

厚見…久し振りに例会に出席しました。メンバーの皆様にお会いで
きてニコニコです。

　合計　1,489,521円　

❖  5 月 9 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 4 月18日 60 ／ 99　ホームクラブ　60.61%
 4 月11日 84 ／ 99　補正出席率　　84.85%
　　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

6/6㈪、6/20㈪例会は休会です

R-O-T-A-R-Y
R-O-T-A-R-Y,

That  spells  Rotary,
R-O-T-A-R-Y,

is  known  on  land  and  sea;
From  North  to  South,  from  East  to  West,

He  profits  most  who  serves  the  best;
R-O-T-A-R-Y,

That  spells  Rotary.
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