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いと思います。ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上
げます。

入会挨拶
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㈱リオテラス代表取締役
とやま

まさのぶ

外山 正修
はじめまして！ 外山正修と申し
ます。皆様の仲間として迎え入れ
ていただけたこと、大変光栄に思
うと同時に感謝申し上げます。
私は、京都府宇治市出身で金沢市
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金沢 8RC 新年合同例会開催
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1月11日（木）18時30分より、ホテル日航金沢にて
「金沢8RC新年合同例会」が開催されました。三茶屋
街芸妓連による『君が代 松竹梅』、髙桑幸一石川第1
分区Aガバナー補佐の乾杯のもと、総勢400名の懇親
の場が繰り広げられました。

に住み始めて計22年になりました。
現在は生命保険・損害保険の乗
合代理店 株式会社ライフプラザパートナーズ（生命保険
23社・損害保険19社・小額短期保険6社 合計48社取り扱
い）に所属し、お客様の保障の確保や資産形成のお手伝
いをしております。
そして会社に属しながら昨年10月には「人の利を照
らす」という意味合いを持つ株式会社リオテラスを設立
し、お金に対するリテラシーを高めるためのマネーセミ
ナー・営業マンの生産性アップのための営業マン向けセ
ミナーなどの開催・その他投資助言等を行っております。

◆金沢東RC 60周年特別例会「継魂新才」
日時：2018年5月25日（金）14:30〜受付開始

い中からのスタートでしたが、昨年時点で2000組を超え

15:00〜16:00 記念講演会
「北陸新幹線とまちづくり」 前金沢市長
16:15〜17:00 60周年特別例会
17:15〜18:00 レセプションパーティー
18:30〜21:00 大懇親会

るお客様と出会い、多くの方々の担当をさせていただけ

会場：記念講演会・特別例会・レセプション

保険業界に身を投じ、現在で丸16年が経過しました。
石川県で仕事をし始めた当初、ほとんど知り合いがいな

ている事は本当に喜ばしい事です。これも今まで支えてく
ださった多くの方々のおかげだと日々感謝しております。
金沢東ロータリークラブには素晴らしい人間性・実績
を持った諸先輩が沢山おられます。まだまだ、私は未熟
者であります故皆様から教えを請いながら、自分自身を
更に成長させ、より社会に恩返しができる人間になりた

山出

金沢21世紀美術館

大懇親会
かなざわ石亭

会費：会 員…不要
配偶者…10,000円
（大懇親会ご参加の方のみいただきます）

※5/21（月）及び5/28（月）は休会です。

保氏

■ ニコニコ Box（敬称略）

会務報告
❖

3 月 12 日（月）例会

❖

■ソング
“我等の生業”
“R-O-T-A-R-Y”

■本日の卓話
3 月12日		 ㈱ためひろ代表取締役
		 「チーズのある食卓」

ためひろ

為廣

かおる

薫氏

■例会卓話予定
3 月19日		 金沢大学臨床教授・光仁会木島病院
きたおかかつひこ

		 北岡克彦氏
		 「中高年の膝の痛み、それって半月板損傷じゃない？」
3 月26日		 認定補聴器技能者

利光…宮原さんを卓話講師にお迎えしました。部下に卓話を任せた鈴
木支店長は、宮原さんがリラックスできるように本日欠席され
たようです。
鈴木博竹…本日、出張で欠席となり、大変申し訳ございません。本日は
弊社の宮原が卓話の機会をいただき、本当にありがとうござい
ます。ライフワークにしている女性の働き方をテーマにお話さ
せていただきます。最後まで、どうぞよろしくお願いいたします。
厚見…小池田均委員長のコメントがうけたら、ニコニコに入れてくだ
さい。うけない場合は次週へ送ってください。
横山…3／2に55歳の誕生日を迎えました。改めて、人生を考える節目
となりそうです。
奥ノ坊…結婚記念日のお花をありがとうございました。最近、やや体調を
崩しており、なかなかお目にかかれませんが、しっかり治してき
ます。今後ともよろしくお願いいたします。

合計

ほらぐちすえひこ

洞口末彦氏

1,178,550円

4 月 2日		 ㈱リオテラス代表取締役			
と や ま まさのぶ

		 外山正修氏（金沢東RC）

❖

4 月 9日		 未定
きた

❖

■出席率報告
2 月19日
2 月 5日

4 月16日		 北造園㈱専務取締役
		 北

3 月 5 日（月）例会報告

そういちろう

総一朗氏（金沢東RC）

4 月23日		 大和証券㈱金沢支店長

80 ／ 99
56 ／ 99

ホームクラブ 80.81%
補正出席率
56.57%
（出席免除会員5名）

いちかわもとひさ

		 市川元久氏（金沢東RC）

■おめでとう（敬称略）
◎ 3 月お誕生日祝
横山 秀雄 3. 2
浅田 久太 3.22
◎ 3 月ご結婚記念日祝
星
忠利 3. 9
紙谷 一成 3.15
橋本 好哲 3.21
笠間 史盛 3.24
金子 福夫 3.29
湊
康久 3.31

竹松 俊一 3.17

松本
朝倉
北川
西川
金谷

健夫
宏太
義信
英治
道憲

3. 9
3.20
3.23
3.26
3.30

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.

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

3月は水と衛生月間です
〈 例会メニュー 〉
3/12 〈中華〉四川名菜ホイコーローをメインに
3/19 〈洋食〉桜鯛のグリル春野菜を添えて ブールブランソースで
3/26 〈中華〉春 香る、春キャベツと能登豚の花椒炒めをメインに

◆次年度石川第１分区A 会長幹事打合せ会
日 時：3月13日（火） 17:00〜
場 所：松本機械工業㈱
出席予定者：中田、石野
◆会長エレクト研修セミナー（PETS）
日 時：3月18日（日） 13:30〜19:00
場 所：富山電気ビルディング5F
会 費：10,000円（クラブ負担）
出席予定者：中田
◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日 時：3月19日（月） 11:30〜
場 所：ANA ホリデイ・イン金沢スカイ18F
◆第5回 60周年実行委員会
日 時：3月19日（月） 13:40〜
場 所：ANA ホリデイ・イン金沢スカイ18F
◆3月親睦委員会
日 時：3月27日（火） 18:30〜
場 所：Pizzeria e Trattoria Da TAKE
会 費：7,000円
◆金沢8RC新旧幹事会
日 時：3月30日（金） 13:40〜
場 所：金沢東急ホテル5F
出席予定者：山本、石野
◆グリーン会 第3回ゴルフコンペ
日 時：3月31日（土） 8:24スタート
場 所：片山津GC「加賀コース」
◆RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）
日 時：4月7日（土） 9:30〜17:00
場 所：石川県地場産業振興センター本館「第2研修室」他
会 費：3,000円（クラブ負担）
出席予定者：向井
◆金沢百万石RC 20周年記念例会
日 時：4月21日（土）
14:30〜16:00 講演会 櫻井よしこ氏
「今、私たちに出来ることは何か」
16:30〜17:30 式典
17:50〜20:00 祝宴
場 所：石川県立音楽堂「邦楽ホール」及びホテル日航金沢（祝宴）
会 費：講演会のみ…………… 2,000円
講演会・式典・祝宴…12,000円

