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交換学生ブルックさん誕生会（3月28日）

 ANAホリデイ・イン金沢スカイ総支配人

久
く め

米　 剛
つよし

　ANAホリデイ・イン金沢スカイの

総支配人として、本年(2018年)1月

半ばに着任しました。

　出身は神奈川県横須賀市、米海

軍の基地として有名な町で、基地開

放デーには英語看板があふれる「ド

ブ板どおり」を通って特大ハンバー

ガーを食べに行きました。県立横須賀高校（旧制四中）、慶

應義塾大学文学部卒、地元選出の小泉元首相は、高校・大

学とも先輩となります。

　昭和60年、大学卒業後、全日空ホテルズに入社、東京・

赤坂の全日空ホテル開業時のスタッフとしてホテルマン人

生をスタートし、以来33年間、全日空ホテル一筋で経験

を積んで参りました。入社後15年間は東京でしたが、その

後希望していた地方転勤が叶い、37歳の時に富山に赴任、

以降福岡、大阪、成田等で勤務。2007年には所属会社が

IHG(インターコンチネンタル・ホテルズグループ)との合弁

企業に転換、予期せぬ外資勤めとなり、英語習得の必要性

に迫られました。

　趣味は山登り・スキー・ダイビングなど、アウトドア派で

す。山登りは高校時代より始め、現在日本百名山をようや

く半数踏破したところです。持久力はありますが運動神経

が鈍く、大はバレーから小はゴルフまで球技全般が不得手

です。ゴルフはどうしても120が切れず、現在活動を封印し

ております、ご了承ください。

　ロータリー暦は、富山大手町RCに3年、成田RCに2年、

在籍しておりました。伝統ある金沢東RCの一員として、初

心に戻り汗をかいて参りますので、宜しくお願いいたします。
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入会挨拶

❖  4 月 9 日（月）例会 ❖

■ソング
“我等の生業”
“R-O-T-A-R-Y”

■本日の卓話
 4 月  9日  和田歯科医院理事長　和田清聡氏（金沢東RC）
  「最近の歯科事情」

■例会卓話予定
 4 月16日  北造園㈱専務取締役
  北

きた

　総
そういちろう

一朗氏（金沢東RC）
  「art photographの世界」
 4 月23日  大和証券㈱金沢支店長
  市

いちかわもとひさ

川元久氏（金沢東RC）
  「大和証券の変化と睡眠マネジメント」
 5 月  7日  石川県赤十字血液センター所長　塩

しおばらしんたろう

原信太郎氏
  「血液事業の現状」
 5 月14日  ANAホリデイ・イン金沢スカイ総支配人
  久

く め

米　 剛
つよし

氏（金沢東RC）
  「未定」
 5 月21日  休会
 5 月25日  金沢東RC 60周年特別例会
  （金沢21世紀美術館）
 6 月  4日  60周年慰労例会
 6 月11日  交換学生　Brooke ALMQUISTさん
  「母国の紹介他」
 6 月18日  休会

会 務 報 告



〈 例会メニュー 〉
4/9 〈中華〉春を意識した季節野菜と桜海老のあっさり炒めをメインに
4/16 〈洋食〉牛フィレ肉のグリル三種野菜のチーズ焼き添えブール カフェ・ド・パリの香り
4/23 〈中華〉刺激的香る四川料理

 6 月25日  会長・幹事退任挨拶

■おめでとう（敬称略）
◎４月お誕生日祝

荒木　吉雄　4.  1 高桑　秀治　4.  2 
不室　　昭　4.  8 日根野幸子　4.  9 
和田　清聡　4.  9 金子　福夫　4.14 
成島　　孝　4.18 我妻　博志　4.18
酒井　道行　4.24 太田　光尋　4.26
根布　　寛　4.27 浅田　裕久　4.29
渡辺　数磨　4.29

◎４月ご結婚記念日祝
南　　志郎　4.  8 能登健太朗　4.10 
岡田　直樹　4.17 若林　智雄　4.17
高岩　勝人　4.18 岩本　秀成　4.23
中島　秀雄　4.23 岩木　弘勝　4.28
山縣　秀行　4.29

■ ニコニコ Box（敬称略）
外山…卓話の時間をありがとうございます。精一杯、お伝えしたいと

思います。
中村…3月25日、東京駒沢体育館で行われた日本ハンドボールリーグ

プレーオフ決勝で競り勝ち優勝、北國銀行ハニービーが4年連
続日本一を達成しました。ご声援ありがとうございました。

向井…3／31のグリーン会ゴルフコンペでとうとう優勝してしまいまし
た。グロスで100を越えたのにネットはアンダーパーのスコア。
隠しホールが見事にはまりました。トリプルボギー5つのうち4
つが入り、パーの3つは入っていないというラッキーです。同組
の髙桑さん、田中さん、椿原さんにご迷惑をおかけしましたが、
優勝パートナー賞でお許しください。また、次回まで「運」を磨
いておきます。

坂本（向井代筆）…坂本さんがグリーン会ゴルフコンペで3位に入られ
ました。今日の例会に出ることが叶わないとのことで、向井が
ニコニコを預かってきました。坂本さんから、「何か書いてお
いて」と頼まれましたが、何のジョークも思いつきません。小
池田委員長にジョーク発言の権利を譲ります。

和田…来週の例会で71歳になります。お祝いをいただき、ありがとう
ございます。

笠間…結婚記念日に素敵なお花をありがとうございました。
西川…結婚記念日のお花をありがとうございました。直前に妻が結婚

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

◆4月理事役員会
日　時：4月9日（月）　13:40〜
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F

◆第６回 60周年実行委員会
日　時：4月16日（月）　13:40〜
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F

◆次年度打合せ会
日　時：4月17日（火）　18:30〜
場　所：六角堂Grill & Bar

◆米山カウンセラーオリエンテーション
日　時：4月21日（土）　14:00〜18:00
場　所：ホテル金沢
会　費：10,000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

◆地区研修・協議会
日　時：4月22日（日）　13:00〜17:00
場　所：富山県民会館「大ホール」
登録料：4,000円（クラブ負担）
出席義務者：特別出席者、次期会長、幹事、会計、各委員長、
　　　　新会員

◆次年度第１回クラブ協議会
日　時：4月23日（月）　13:40〜
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F
議　件：次年度クラブ活動の件
出席義務者：次年度理事、役員、各委員長

４月は母子の健康月間です

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.

◆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
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　山出　保氏
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

会場：記念講演会・特別例会・レセプション
　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。

指輪をなくしましたので、新たな指輪と共に新しいスタートを
切りたいと思っています。

厚見…桜満開、心ウキウキ、今月も皆様にとりまして良き月になります
ように…今日の小池田委員長の締めのコメントは何かな？〜

　合計　1,346,850円　

❖  4 月 2 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 3 月19日 53 ／ 98　ホームクラブ　54.08%
 3 月12日 76 ／ 96　補正出席率　　79.17%
　　　　　　　　　　　　  　（出席免除会員5名）


