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　去る6月8日、第4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。1組
目がスタートする頃から小雨と強い風が吹き始め、前
半は我慢のプレーとなりました。後半、天気は良くなり、
参加会員のプレー内容も上向きになった結果、多くの
方が前半よりもスコアを改善する事に成功しました。プ
レー後、「ANAホリディ・イン金沢スカイ 鳳凰」に場
所を移し、徳野会長エレクトの挨拶と乾杯のご発声で
表彰式と納会がスタートしました。表彰式では、ネット
68.4の好スコアで見事優勝された向井会員が「ダブル
ペリアがはまり、優勝する事ができました」と挨拶され
ました。ベスグロ賞は、後半スコアを伸ばした白川会員
が見事獲得されました。向井会員、白川会員おめでとう
ございました！
　今回は、4組16名とのコンペとなり、椿原会員が初参
加となりました。中田会長年度も多くの皆様にご参加い
ただき誠にありがとうございました。次年度も楽しいグ
リーン会運営を目指してまいりますので、引き続き多く
の皆様のご参加をお待ちしております。
　なお、次年度グリーン会は、第1回:9月21日（土）、第
2回:11月9日（土）に開催予定です。
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第4回グリーン会ゴルフコンペ開催

≪成　績≫ OUT 　IＮ GROSS HDCP NET

■優　勝……向井　健夫 53 49 102 33.6 68.4
■準優勝……市川　元久 50 44 94 21.6 72.4
■３　位……大島　国雄 50 47 97 22.8 74.2
≪特別賞≫
■ＢＧ賞……白川ひとみ ■水平賞……松木　浩一
■大波賞……徳野与志一 ■小波賞……田中　和彦
■ドラコン賞……椿原　丈士（№ 3、№16）
■ニアピン賞…気谷　源嗣（№ 4）、田中　和彦（№ 7）
　　　　　　　椿原　丈士（№12）、木屋　満晶（№17）
■優勝パートナー賞…大島　国雄、椿原　丈士、白川ひとみ
■ＢＭパートナー賞…鈴木　宗幸、中村　和哉、平野　利康

❖  8 月 26 日（月）例会 ❖

“夏の納涼例会”
■ソング

“それでこそロータリー”
“Sing Everyone, Sing”

■本日の卓話
 8月26日  夏の納涼例会

■例会卓話予定
 9月 2日  ㈱みずほ銀行金沢支店長
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氏（金沢東ＲＣ）
  「宝くじのはなし」
 9月 9日  石川第1分区Ａガバナー補佐
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氏（河北南ＲＣ）
  「我が職業とロータリー ～学びと友情～」
 9月30日  第2610地区ガバナー
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氏（金沢ＲＣ）
  「ガバナー公式訪問」
10月 7日  キリンビール㈱北陸支社長
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氏（金沢東ＲＣ）
  「未定」

■ ニコニコ Box（敬称略）
池田…入会させていただき、ありがとうございました。また、誕生日

プレゼントもいただきました。ありがとうございます。推薦
いただきました田中様、髙桑幸一様ありがとうございました。

板橋…入会ご承認いただき、ありがとうございます。皆様と親しくお
付き合いをさせていただける機会をいただき、喜ばしく存じ
ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

島田…この度、伝統ある金沢東ロータリークラブに入会させていた



金谷…今年も誕生月のお祝いをありがとうございます。夏バテしな
いように頑張ります。

朝倉…誕生日のお祝いをいただきました。美味しいフルーツを食べ
て、暑い夏を乗り切ります。

三井正哉…お誕生日のお祝いをいただき、ありがとうございます。
46歳になりました。引き続きよろしくお願いします。

島田…この度、誕生日のお祝いをいただきまして、ありがとうござ
います。また1年間、健康的に過ごしたいと思います。

為廣…お誕生日のお祝いをありがとうございました。最後の30代、
ロータリーの先輩の皆様の背中を追いかけ、精一杯精進して
参ります。

橋浦…結婚記念日のお祝いをありがとうございます。
不室…お蔭様で33ヵ年皆出席顕彰をいただきました。会員の皆さ

んの友情に感謝いたします。
岩木…22ヵ年皆出席顕彰をいただきまして、誠にありがとうござい

ました。皆様のお蔭と感謝しております。今後共ご指導の程、
よろしくお願いいたします。

松本浩平…12ヵ年間皆出席のお祝いをいただきました。引き続き、
ご指導の程、よろしくお願いいたします。

徳野…11年の皆勤賞を頂戴しました。家族・会社・全ての仲間達に
感謝を申し上げ、ニコニコと。

木屋…7ヵ年皆出席のお祝いをありがとうございました。今後も継続
できるよう頑張ります。

木村…やっと6ヵ年皆出席です。顕彰ありがとうございます。
大島淳光…5ヵ年皆出席顕彰をいただきました。あっという間の5年

でしたが、これからも精進して参りたいと思います。

　合計　303,300円　

❖  8 月 5 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
  7月22日 54 ／ 101　ホームクラブ　53.47％
  7月  8日 78 ／ 101　補正出席率　　77.23％
　　　　　　　　　　　　　   （出席免除会員6名）

◆夏の納涼例会
日　時：8月26日（月）　18：30 ～
場　所：ディスティーノ金沢
会　費：会員…10,000円　配偶者…9,000円
※8/26昼の例会はありません

◆ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI）
日　時：8月31日（土）　9：30 ～ 17：00
場　所：富山県民会館
会　費：5,000円（クラブ負担）
出席予定者：大島淳光

◆クラブインターアクト委員長会議
日　時：9月7日（土）　10：00 ～ 11：50
場　所：石川県地場産業振興センター本館3F「第8会議室」
会　費：1,000円（クラブ負担）
出席予定者：朝倉

◆ガバナー補佐訪問会長幹事懇談会
日　時：9月9日（月）　11：20 ～ 12：10
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F

◆ガバナー補佐訪問クラブ協議会
日　時：9月9日（月）　13：40 ～ 14：30
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F

◆9月親睦委員会
日　時：9月17日（火）　18：30 ～
場　所：ソウル家
会　費：4,000円

◆グリーン会ゴルフコンペ
日　時：9月21日（土）　9：04スタート
場　所：片山津ＧＣ「加賀コース」

◆ガバナー公式訪問会長幹事懇談会
日　時：9月30日（月）　11：30 ～ 12：15
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F

だくことになりました島田義展です。今後共よろしくお願い
します。

白井…本日、入会させていただきました白井と申します。この金沢
の地で皆様と共に歩める幸せを感じ、奉仕の理想の下、精一
杯努力してまいります。今後共よろしくお願い申し上げます。

徳野…白井さん、板橋さん、島田さん、池田さん、ご入会おめでとう
ございます。楽しいロータリー生活になるようお祈りします。

浅田裕久…板橋さん、島田さん、池田さん、白井さんの新入会をお
祝いいたします。ロータリ―ライフを充分楽しみましょう。

小池田康秀…新会員の板橋史明さん、池田佳子さん、白井晃仁さん、
島田義展さんのご入会を心より歓迎いたします。

竹松…板橋さんのご入会を推薦申し上げましたところ、ご承認賜り、
ありがとうございました。ご好誼の程、よろしくお願いいた
します。併せて、池田さん、島田さん、白井さんのご入会を心
から歓迎申し上げます。

岩木…島田さん、池田さん、板橋さん、白井さん、金沢東RCへの入
会、おめでとうございます。これからロータリーライフを楽し
んでください。皆さんの益々のご発展を心よりお祈り申し上
げます。

米沢…セコムの白井様の推薦人をさせていただきました。先輩の皆
様のご指導をよろしくお願いします。

田中…NTTデータ北陸の池田さんのご入会を心よりお慶び申し上
げます。交換留学の経験もあると伺っております。ロータ
リーライフを楽しんでください。ニコニコと！

松本浩平…白井晃仁さんのご入会を歓迎申し上げます。皆様にはご
高誼のほど、よろしくお願いいたします。

黒木…島田様の入会、誠におめでとうございます。皆と仲良く、ニコ
ニコとご活躍をお祈り申し上げます。

山本…当社の直売店の1つとして、8月1日に東山一丁目に『直売所』
を移転オープンすることができました。

松本浩平…次女の諒が長期留学で、24日にカナダに向け出発します。
貴重な機会を賜り、クラブ・関係各位に心から感謝申し上げ
ます。1年間の留学が実り多きものとなるよう祈念いたします。

中田…松本諒さん、1年間、ロータリー交換留学生として頑張ってき
てください。応援しています。

若林…誕生日のお祝いをありがとうございます。

８月は会員増強・新クラブ結成推進月間です
〈 例会メニュー 〉

8/26 〈洋食〉夏の納涼例会
9/2 〈中華〉ご飯にあう定番のおかず
9/9 〈和食〉秋の足音 長月定食
9/30 〈中華〉未定

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

   
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.


