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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

❖  5 月 8 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  8日  ㈱アスナルコーポレーション代表取締役社長
  小

お や ま え い じ

山英治氏（金沢東RC）
  「ハザードマップを読む」

■例会卓話予定
 5 月15日  いしかわ・金沢　風と緑の楽都音楽祭
  チーフプロデューサー　山

やまだまさゆき

田正幸氏
 5 月22日  ㈱日本政策投資銀行北陸支店長
  鈴

すずきひろたけ

木博竹氏（金沢東RC）
 5 月29日  北星産業㈱代表取締役専務
  蟹

か に せ

瀬　 克
まさる

氏（金沢東RC）
 6 月  5日  ㈱箔一代表取締役社長
  浅

あ さ の た つ や

野達也氏（金沢東RC）
 6 月12日  交換学生　Victoria AUWAERTERさん
  「母国の紹介」
 6 月19日  休会

　去る4月8日、第3回のグリーン会ゴルフコンペが、片
山津ゴルフ倶楽部「加賀コース」で開催されました。
　雨も心配されましたが、時折晴れ間も広がる絶好の
ゴルフ日和となりました。参加会員は、春先の薄い芝に
苦労しながらも楽しいラウンドとなりました。そのよう
な中、中田会員が見事優勝されました。ゴルフでの賞に
はあまり縁がなかったが、幸先よく優勝する事ができて
今後が楽しみと挨拶されました。ベスグロ賞は、実力通
り高桑幸一会員が獲得されました。賞品は、中田会員に
お肉をご準備いただき、皆様美味しく召し上がられた事
と思います。
　今回は、総勢19名のコンペとなりました。コース内に
咲く満開の桜が花を添えてくれました。次回は、6月10
日（土）の開催となります。今年度最後のグリーン会と
なり、納会も予定しておりますので、多くの皆様のご参
加をお待ちしております。
　なお、成績は右記の通りです。

（記　グリーン会副部会長:木屋　満晶）
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第3回グリーン会ゴルフコンペ開催

≪成　績≫	 OUT 　IＮ GROSS HDCP NET

■優　勝……中田　吉則 49 52 101 28.8 72.2
■準優勝……田中　和彦 49 46 95 21.6 73.4
■３　位……山岸　敬秀 50 49 99 25.2 73.8
≪特別賞≫
■ＢＧ賞……髙桑　幸一
■水平賞……髙桑　幸一、笠間　史盛
■大波賞……宮本　亮一 ■小波賞……石野　一樹 
■ＤＣ賞…橋本　好哲（№3）、木屋　満晶（№16）
■ＮＰ賞…髙桑　幸一（№4・№17）、村端　一男（№7）、
　　　　　橋本　好哲（№12）
■優勝パートナー賞…澤木　範久、徳野与志一、橋本　好哲
■ＢＭパートナー賞…村端　一男、木屋　満晶

『第31回 愛の献血運動』実施のご案内
日　時：5月22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。
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〈	例会メニュー	〉
5月  8日 〈和食〉たけの子弁当
5月15日 〈中華〉早苗月、旬の食材をふんだんに使った中華
5月22日 〈洋食〉海鮮と地元野菜のラタトゥイユ シープラ チーズ焼
5月29日 〈中華〉初夏に合わせたさっぱり中華

◆5月親睦委員会
日　時：5月15日（月）　18:30〜
場　所： 鏑木はなれ（武家屋敷）
会　費：10,000円

◆ローターアクト年次大会
日　時：5月20日（土）　13:30〜
場　所： 北國新聞交流ホール
会　費：5,000円（クラブ負担）
出席予定者：向井、木村

◆次年度プログラム委員会
日　時：5月22日（月）　18:30〜
場　所： ANAホリデイ･イン金沢スカイ17F「鳳凰」
会　費：8,000円

◆石川第１分区A  次年度会長・幹事懇談会
日　時：5月23日（火）　18:30〜
場　所： ANAホリデイ･イン金沢スカイ17F「鳳凰」
会　費：10,000円（クラブ負担）
出席予定者：厚見、山本

◆グリーン会第4回ゴルフコンペ
日　時：6月10日（土）　9:48スタート
場　所： 片山津GC「加賀コース」

◆グリーン会第4回ゴルフコンペ　表彰式＆納会
日　時：6月10日（土）　18:30〜
場　所： 海遊亭
会　費：5,000円

◆クラブ国際青少年交換委員長会議
日　時：6月11日（日）　14:00〜15:30
場　所： 石川県地場産業振興センター本館「第2研修室」
会　費：2,000円（クラブ負担）
出席予定者：南

◆交換学生送別会＆誕生会
日　時：6月18日（日）　18:00〜
場　所： 六角堂 Grill&Bar
会　費：5,000円

◆次年度第２回クラブ協議会
日　時：6月19日（月）　17:00〜18:00
場　所： 松魚亭

◆新旧クラブ協議会
日　時：6月19日（月）　18:00〜
場　所： 松魚亭
会　費：8,000円

◆河北RC 45周年記念例会
日　時：7月22日（土）　15:30〜20:00
場　所： アマンダンヴィラ金沢
出席予定者：厚見、髙桑幸一

 6 月26日  会長・幹事退任挨拶
 7 月  3日  会長・幹事新任挨拶
 7 月10日  臨時総会（決算・予算）
  ５大奉仕委員長挨拶

■ 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
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 浅野　達也　5.18
粟田　真人　5.20 松本　浩平　5.20
忠田　秀敏　5.23 荒木　吉雄　5.26
小山　英治　5.27

■ ニコニコ Box（敬称略）
増田…本日の卓話を担当させてもらいます。お楽しみいた

だけると幸いです。
米沢…24ヵ年の顕彰をいただきました。メンバーの皆様に

は引き続き、ご指導をお願いいたします。
向井…本日、5カ年皆出席の顕彰をいただきました。よく5

年続きました。もう1年づつ重ねていきますので、よ
ろしくお願いします。

平野…5ヵ年皆出席顕彰をいただき、ありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。

谷村…4ヵ年皆出席表彰をいただきました。できることをコ
ツコツと…　今後も頑張ります。

三平…年間皆出席顕彰をいただき、ありがとうございます。
歴史と伝統あるこの東ＲＣの一員として、恥ずかしく
ないよう努めて参りたいと思います。どうぞ今後共
よろしくお願い申し上げます。

５月は青少年奉仕月間です

6/19㈪例会は休会です

石野…この度は、恥ずかしながら、何故か1カ年の年間皆出
席顕彰をいただきました。これからは改心して、1年
でも多く長生きして取り戻したいと思っています。

成島…“誕生日祝”をありがとうございました。
中島…結婚記念日のお花をありがとうございました。38年

だそうです。
高岩…18回目の結婚記念日にお花をいただきまして、あり

がとうございました。
能登…結婚記念のお祝いをいただき、誠にありがとうござ

います。いつもここで思い出しています。

　合計　1,375,215円　

❖  4 月 24 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 4 月10日   46 ／ 101　ホームクラブ　45.54%
 4 月  3日   85 ／ 101　補正出席率　　84.16%
　　　　　　　　　　　　　     （出席免除会員2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

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.


