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　はじめまして。この度、歴史と

伝統のある金沢東ロータリーク

ラブへの入会させていただきま

した、なるわ交通株式会社の塩村

です。入会に際し、推薦者を始め

先輩会員の皆様に感謝申し上げ

ます。

　弊社は1962年に金沢市大樋町でタクシー事業から

スタートし、現在、タクシー、貸切バスを主に運営して

おり、私は3代目となります。

　旅客自動車業は労働集約型産業で乗務員がいない

と車両を動かすことはできない為、乗務員確保が非常

に重要です。最近では自動運転の技術も進歩している

ようですが完全自動にはまだ時間がかかるようです。

厳しい経営環境の中、効率よく働きやすい会社を目指

して日々活動しております。

　私は1966年に金沢に生まれ金沢育ちです。大学卒

業後、京都の自動車会社に就職、後に後を継ぎました。

人生100年と考えれば、年齢的には人生の折り返し地

点を通過しましたが、今まで30歳で禁煙成功、40歳

で体重10㎏減量成功（最近リバウンド気味ですが…）

人生の節目節目で身体をケアすることが出来ました。

50歳はゴルフ100切を目標にしましたが、中々100を

切れず苦戦してます。

　ロータリークラブには初めての入会となります。
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入会挨拶
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第2回グリーン会ゴルフコンペ開催

　去る11月24日、今年度第2回のグリーン会ゴルフコン

ペが開催されました。悪天候も予想されましたが、絶好

のゴルフ日和となり、楽しいラウンドとなりました。そん

な中、柳内会員が見事優勝されました。表彰式では「ス

コアが良くなかったので優勝できるとは思っていませ

んでした。ハンディキャップと同伴メンバーに恵まれ感

謝します。」と挨拶されました。ベスグロは、実力通り

椿原会員が獲得されました。また、井上会員より4月29

日にホールインワンされた記念品を参加メンバーに頂

きました。改めてホールインワン達成おめでとうござい

ました。今回の賞品は、紙谷会員に蟹をご用意いただき

ました。

〈 例会メニュー 〉
12/17	 〈洋食〉ミルフィーユポークのピザ仕立て茸を添えて

　金沢東RC年内の例会は12/17例会で終了し、新年
は1/9 金沢８RC新年合同例会（18:30〜 金沢東急
ホテル）、通常例会は1/21例会からとなります。
※12/31、1/7は休会です。

12月は疾病予防と治療月間です

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

世界社会奉仕委員会では、金沢市在住留学生にこの年の瀬に
ささやかでも支援の手を差し伸べたいと計画し、会員宅に届け
られるお歳暮商品や家庭に眠っている生活用品の一部（生物
はご遠慮下さい）をご提供下さいます様お願いいたします。

　持込日時：12月17日（月）　11:30 〜 12:30
　持込場所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ「例会場」受付まで

留学生支援のお願い

   
Sing,  everyone,  sing.
Sing,  everyone,  sing.
Let's  get  together  in  all

kinds  of  weather
and  sing,  everyone,  sing.

Smile,  everyone,  smile.
Smile,  everyone,  smile.
All  of  your  troubles  will

vanish  like  bubbles.
so  smile,  everyone,  smile.

◆金沢市内在住留学生への生活用品贈呈式

日　時：12月17日（月）　14:00 〜 14:30　

場　所：石川県留学生交流会館

出席予定者：中田、石野、能登、大島淳光

◆交換学生ケイトリン嬢送別会

日　時：12月19日（水）　18:30 〜　

場　所：寿司ダイニング	SHINSEN

会　費：4,000円

◆金沢8RC新年合同例会

日　時：1月9日（水）　18:30 〜　

場　所：金沢東急ホテル	5F

会　費：5,700円（全員登録）

※1/7	昼の通常例会はありません。

◆60周年実行委員会解団式

日　時：1月24日（木）　18:00 〜　

場　所：浅田屋

◆金沢東ローターアクトクラブ創立45周年記念例会

日　時：2月2日（土）　11:30 〜 13:00	例会・記念講演

　　　　　　　　　　　13:00 〜 15:00	祝賀会　

場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ

会　費：6,000円

（理事・役員・委員長・アクトOB＆OGは出欠にかかわらず、

		登録義務者とさせていただきます）

◆新春懇親例会

日　時：2月4日（月）　18:00 〜　

場　所：松魚亭

会　費：10,000円

※2/4	昼の通常例会はありません。

金谷…今年は子供たちによって盛り上がりましたね。あり

がとうございました。

二木…楽しい年忘れ家族例会、ありがとうございました。

　合計　911,629円　

❖  12 月 10 日（月）例会報告 ❖

“年忘れ家族例会”

■出席率報告
11月26日	 59 ／ 104　ホームクラブ　56.73％

11月19日	 80 ／ 104　補正出席率　　76.92％

　　　　　　　　　　　　　			（出席免除会員6名）

良いお年を !!

ロータリークラブの目的、原則を心に銘記し、『奉仕の

精神』でロータリークラブの一員として自己研磨に努

め、地域貢献に微力ながら活動したいと思います。皆

様のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願

いいたします。



≪成　績≫ OUT	　IＮ	 GROSS	 HDCP	 NET

■優　勝……柳内　清孝	 52	 49	 101	 28.8	 72.2
■準優勝……宮本　亮一	 54	 45	 99	 26.4	 72.6
■３　位……北川　義信	 48	 50	 98	 25.2	 72.8

≪特別賞≫
■ＢＧ賞……椿原　正浩	 ■水平賞……鈴木　宗幸
■大波賞……松木　浩一	 ■小波賞……椿原　正浩	
■ＤＣ賞…柳内　清孝（№３）、石野　一樹（№16）
■ＮＰ賞…木屋　満晶（№４、№12）、椿原　正浩（№7）、
　　　　　松木　浩一（№17）
■優勝パートナー賞…鈴木　宗幸、向井　健夫
■ＢＭパートナー賞…椿原　正浩、中井　弘之

❖  12 月 17 日（月）例会 ❖

■ソング
“それでこそロータリー”

“Sing	Everyone,	Sing”

■本日の卓話
12月17日		 交換学生　ケイトリン・ブラウンさん

	 	 「母国の紹介	他」

■例会卓話予定
12月31日		 休会

	1	月		9日		 金沢8RC新年合同例会（金沢東急ホテル）

	1	月21日	 	 ㈱ゴールデンバロール代表取締役　諸
もろえ け ん た

江健太氏

	 	 「未定」

	1	月28日		 金沢マテリアル㈱顧問　中
なかむらしんいち

村真一氏

	 	 「世界の環境問題　直接経験したこと」

	2	月		4日	 	 新春懇親例会（松魚亭）

	2	月18日	 	 未定

	2	月25日	 	 金沢文化スポーツコミッション代表　平
たいら

　八
はちろう

郎氏

	 	 「金沢文化スポーツコミッションとは」

会務報告

■おめでとう（敬称略）
◎11月年間皆出席祝

51ヵ年　諸江　賢二	 	32ヵ年　大島　国雄

■ ニコニコ Box（敬称略）
中田…親睦委員会の皆様、本日の年忘れ家族例会の準備を

ありがとうございます。

竹内（金沢東ローターアクトクラブ会長）…金沢東ローター

アクトクラブ一同よりのお願いです。現在、会員不足

です‼	会員皆様のご協力をよろしくお願いいたしま

す‼	2月2日（土）の創立45周年式典へのご登録も

よろしくお願いいたします。

小池田康成…この度、家内が40ヵ年皆出席配偶者表彰をい

ただき、ありがとうございます。

若林…家内が皆出席表彰をいただきました。ありがとうご

ざいます。出席したのは私です。

高桑秀治…お蔭様で30年皆出席配偶者表彰を受けること

ができました。健康に感謝、感謝。

朝倉…妻が10ヵ年皆出席会員配偶者表彰をいただきまし

た。ありがとうございました。

徳野…10カ年皆出席会員配偶者表彰、ありがとうございま

す。これからも出席できるよう、蔭ながら応援してお

ります。（妻：紫乃）

谷村…配偶者5ヵ年表彰をいただきました。お蔭様で5年間、

家内のサポートに感謝してニコニコと。

井上…お蔭様で家内が皆出席会員配偶者5カ年の表彰をい

ただきました。本人は今日は欠席ですが、2人分楽し

んで帰りたいと思います。

増田…12月の誕生日祝をいただきました。夜のみの出席が

続いておりますが、皆様どうか仲良くしてくださいま

せ。

塩村…誕生日プレゼントをありがとうございました。

酒井…先月、結婚記念日祝のお花をいただき、ありがとう

ございました。休会中に付き、久し振りの出席です。

今夜は楽しく過ごしたいと思います。

髙桑幸一…孫が1等賞なんて、ビックリです‼　宝くじ以上

の喜び‼　ありがとう‼　また、全員当たりましたの

でニコニコと‼

向井…年忘れ家族例会で2番目にビンゴが当たりました。

スカイホテルの『ペア』ディナー券をいただきました。

ありがとうございます。誰と行くかはナイショです。

アクトの石金さんには口止めしておきます。

木屋…金沢おでんをいただきました。ありがとうございま

した。

中田…夫婦でビンゴ、当たりました。ありがとうございます。

笠間…きれいなお花をどうもありがとう。

笠間洋子…美味しいお菓子をありがとうございました。久

し振りに参加して、楽しかったです。ありがとうござ

いました。

若林…ビンゴゲームで浅田屋さんのご馳走をいただきまし

た。楽しみにいただきます。

若林恵子…今日は楽しい年忘れ会。ビンゴで早々に美しい

シクラメンをいただきました。ありがとうございまし

た。

紙谷…夫婦でビンゴになりました。親睦委員会の皆様、あ

りがとうございました。

谷村…家族4人でお騒がせしました。ありがとうございまし

た。

髙多…ビンゴ大会上位で当たりました。今年の運を使い尽

くしたと思います。感謝の気持ちを込めて。

南　…十億円、当たりました！

南　…次女も当選、ありがとうございます。

南　…愚妻も当選しました！と書いたら、と徳野さんに教え

られました。

石野…私は当たりませんでしたが、家内がビンゴでディ

ナー券をゲットしました。誰と行こうがニコニコと！

厚見…髙桑・谷村、good!

二木…ビンゴで娘がおでんセットをいただきました。

橋本…ビンゴ、当たりました。ありがとうございます。商品

は山本さんのをいただきました。

市川…ビンゴゲーム、当たりました。1人で来たのでＹシャツ

　今回は、総勢21名のコンペとなり、長嶋宏明会員と

中井弘之会員が初参加となり表彰式で挨拶されました。

　今年もグリーン会にご協力いただきありがとうござ

いました。来年は4月と6月に同じ加賀コースで開催予

定です。来年も多くの皆様のご参加をお待ちしておりま

す。

　成績は以下の通りです。

（記　グリーン会部会長：木屋		満晶）

をいただきました。ありがとうございます。

奥ノ坊…ビンゴ、当たりました。うれしい〜‼	メリー・クリ

スマス。今年も楽しい思いをありがとうございます‼

能登…ビンゴ、当たりました。ニコニコと。

能登泉…いつもありがとうございます。ビンゴ、当たりまし

た。ニコニコと。

田中…ビンゴ!!!　来年は良いことがありそうな…ニコニコ

と！

岩木…ビンゴの賞品、ありがとうございました。

渕上…BINGOゲーム、楽しみました。お正月にいただいた

加賀麩をいただきます。

酒井…ビンゴで当選しました。ありがとうございます。

竹松…ビンゴゲームで美味しそうなフルーツをいただきま

した。ありがとうございます。

増田…BINGO！　10億円です。

徳野…家内が何かもらったみたいです。ありがとうござい

ました。

中村…今日は10億円をいただき、ありがとうございました。

これで一生遊んで暮らそうと思います。ニコニコと。

椿原正浩…やった、BINGO!	宝くじ、当たりますように。来

年の楽しみです。皆様、ご協力ありがとうございまし

た。

徳野…やっと当たりました。ありがとう。

横山…ビンゴで宝くじでした。ありがとうございました。

山本…リーチ10個です。待ちに待った最後の周で当たりま

した。『10億円！』かも（笑）子供達も参加の楽しい

会をありがとうございました。

北川…年忘れ家族会のビンゴゲームで賞品が当たりました。

ありがとうございます。

和田…ビンゴの景品でキリンビールをいただきました。

高桑秀治…ビンゴ最後の方で何とかゲットしました。

小池田均…年忘れ家族例会、たくさんの皆さまに楽しんで

いただき感無量でした。皆様の笑顔に感謝。

小池田康秀…楽しい年忘れ家族例会、ありがとうございま

した。


