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「明るく  楽しく  心をひとつに」

2016 -2017年度  金沢東RCテーマ
会　長　田中 和彦

　去る9月17日、田中会長年度第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、まだまだ元気

なラフに苦戦しながらも、和気あいあいと楽しいラウン

ドとなりました。心配された天気も何とか持ちこたえて

くれました。そんな中、NET69.8の好スコアで石野一

樹会員が見事優勝されました。石野会員は、前年度の

最終戦も制しており2連覇となりました。ベスグロ賞は、

実力通り高桑幸一会員が獲得されました。今回の賞品

は、村端会員に色々なフルーツをご用意いただき、優勝

賞品は何とルビーロマンでした。

　今回は、総勢18名の参加となり、8月に入会された小

山英治会員がグリーン会初参加となりました。

　次回グリーン会は、11月5日（土）に片山津ゴルフ倶楽

部日本海コース（セルフ）にて開催いたします。多くの皆

様のご参加をお待ちしております。

　なお、成績は以下の通りです。

（記　グリーン会副部会長：木屋　満晶）
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第1回グリーン会ゴルフコンペ開催

≪成　績≫	 OUT	　IＮ	 GROSS	 HDCP	 NET

■優　勝……石野　一樹	 45	 44	 89	 19.2	 69.8
■準優勝……髙桑　幸一	 37	 42	 79	 8.4	 70.6
■３　位……成島　　孝	 47	 47	 94	 21.6	 72.4

≪特別賞≫
■ＢＧ賞……髙桑　幸一	 ■水平賞……大島　国雄
■大波賞……澤木　範久	 ■小波賞……星　　和浩	
■ＤＣ賞…山崎　勝治（№3）、朝倉　宏太（№16）
■ＮＰ賞…朝倉　宏太（№4・№12）、平野　利康（№7）、
　　　　　山崎　勝治（№17）
■優勝パートナー賞…朝倉　宏太、山崎　勝治、平野　利康
■ＢＭパートナー賞…坂本　憲一、大島　国雄、徳野与志一
■大叩き賞…平野　利康
■逆大波賞…村端　一男　　■逆小波賞…小山　英治

❖  10 月 31 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31日		 自衛隊石川地方協力本部長　柴

しばた

田利
としあき

明氏
	 	 「我が国周辺空域の現状
	 	 　〜防空識別圏と対領空侵犯措置について〜」

■例会卓話予定
11月		7日		 日本生命保険（相互）金沢支社長
	 	 星

ほし

　忠
ただとし

利氏（金沢東RC）
	 	 「生命保険よもやま話」
11月14日		 地区ロータリー財団委員長
	 	 中

なかむら

村哲
てつろう

郎氏（金沢RC）
	 	 「ロータリー財団100周年について」
11月21日		 日本経済新聞社金沢支局長　鉄

てつむら

村和
かずゆき

之氏
	 	 「プロ野球の名将から見るリーダー論」
11月28日		 ハーベイロード・ジャパン副代表　内

うちだ ゆ う こ

田裕子氏
	 	 「未定」
12月		5日		 ㈱北國銀行取締役営業統括部長
	 	 中

なかむら

村和
かず や

哉氏（金沢東RC）
	 	 「未定」
12月12日		 年忘れ家族例会
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12月19日		 金沢ホームケアクリニック院長　黒
くろせ

瀬亮
りょうた

太氏
	 	 「在宅医療について」
12月26日		 休会

■おめでとう（敬称略）
◎９月年間皆出席祝
	28ヵ年	 若林　智雄	 17ヵ年	 坂本　憲一
	15ヵ年	 鏑木　基由	 13ヵ年	 田中　和彦
	 5ヵ年	 山崎　勝治	 1ヵ年	 星　　和浩

■ニコニコBox（敬称略）
村中（河北南RC）…今日は卓話の時間をありがとうございます。

国際交流も一歩から、奨学生たちと一緒に頑張っていま
す。これからも米山をよろしくお願いいたします。

沖見（河北南RC）…本日はよろしくお願いします。
田中…本日、米山奨学生の黄照津さんをお迎えして、卓話をして

いただきます。大変嬉しく思い、卓話を楽しみにしており
ます。

松本浩平…誕生日のお祝いをありがとうございます。40代最後
の年、健康に気をつけて頑張ります。引き続きましてのご
指導をよろしくお願いいたします。

中田…誕生日プレゼントをありがとうございます。今年は、10月
10日に体育の日が当たりました！

向井…満59歳のお誕生祝をいただきました。ありがとうござい
ます。来年の還暦までもう1年頑張ります。10／1に2人目
の孫（女の子）が生まれました。未だ会っていませんが、
可愛い写真を見ています。

飯沼…お誕生日のお祝い、ありがとうございます。やっと50にな
りました。少しでも皆様に近づけるよう、精進いたします。

紙谷…誕生日祝、ありがとうございました。小学生からあまり変
わっていませんが、今後共お付き合いをよろしくお願いし
ます。

小池田康秀…誕生日お祝い、ありがとうございます。55歳です。
東京オリンピックが終わったら大台です。これからも体調

◆金沢8RC幹事会
日　時：11月1日（火）　13:45〜
場　所：ホテル日航金沢　5F「松の間」
出席予定者：山本

◆IM打合せ会
日　時：11月1日（火）　18:00〜
場　所：金沢東急ホテル
会　費：3,000円
出席予定者：田中

◆グリーン会第２回ゴルフコンペ
日　時：11月5日（土）　8:17スタート
場　所：片山津GC「日本海コース」（セルフプレー）

◆白山石川RC 15周年例会
日　時：11月12日（土）　16:00〜
場　所：グランドホテル白山
出席予定者：田中、木村

〈	例会メニュー	〉
10/31	〈洋食〉秋刀魚のデュクセル詰めスパイス焼		松茸添え
11/7	 〈和食〉晩秋の秋		加賀野菜定食にて
11/14	〈中華〉鮭とキノコのチャーハン		秋の香りをのせて
11/21	〈洋食〉牛バラ肉のデミソース煮込み・ポーチ･ド･エッグと晩秋の香り
11/28	〈中華〉能登豚とザーサイの炒め		旬の秋野菜を使って

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月は経済と地域社会の発展・米山月間です

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

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.

管理をしっかりして頑張ります。
利光…誕生日祝、ありがとうございました。来年は酉年で年男に

なります。還暦までの1年を健康に送れますように…。
浅田裕久…結婚51年目を何とか無事に迎えることが出来ました。

家内に感謝しております。
渡辺…来週の月曜で結婚5周年です。まだまだこれからですが、

1年1年嚙み締めてまいります。お祝い、ありがとうござい
ました。

粟森…9月28日、30回目の結婚記念日に素敵なお花をいただ
きました。ありがとうございます。30年、よく耐えました。
来週12日にいよいよ「一番搾り	石川づくり」が発売され
ます。皆様、ご愛飲をよろしくお願いいたします。

徳野…今年も結婚記念日のお祝いを頂戴することが出来ました。
周りの方々に感謝して、ニコニコと。ありがとうございま
した。

大倉…結婚記念月、ありがとうございます。
髙桑幸一…先日のグリーン会にて、2位入賞させていただきまし

た。久し振りのグリーン会で、楽しませていただきました。
美味しいフルーツをありがとうございました。

谷村…先日の湯谷亭の親睦委員会には、大勢ご参加いただき、
ありがとうございました。和気藹々と鮎を堪能しました。
次回は10／24（月）に通常非公開の谷庄茶室での茶席体
験とエヴァンスさんで今しか食べられない「ホワイト・ト
リュフ」を楽しんでいただきます。ご参加をお待ちしてお
ります。

　合計　530,000円　

❖ 10 月 3 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
		9月12日	 63 ／ 101　ホームクラブ　62.38%
		9月		5日	 85 ／ 101　補正出席率　　84.16%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

❖ 10 月 23 日（日）例会報告 ❖

“国際ロータリー第2610地区大会”

■出席率報告
		9月26日	 58 ／ 101　ホームクラブ　57.43%
		9月12日	 86 ／ 101　補正出席率　　85.15%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）


