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　去る11月9日、第2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。肌寒く感じる
季節となりましたが、当日は絶好のゴルフ日和となり、和気
あいあいと楽しいラウンドとなりました。表彰式では、徳野
会長のご挨拶でスタートし、美味しい料理を食べながら、各
賞・順位賞の発表は大いに盛り上がりました。今回の優勝は
78のベスグロで髙桑会員となり、「同伴メンバーと楽しくプ
レーでき、久しぶりに優勝ができました。賞品も沢山いただ
き、スコアと同じサンキュー（39）サンキュー（39）の気分で
す。ありがとうございました」と挨拶されました。準優勝は
同ネットで山岸会員、3位は白川会員となりました。各賞を獲
得された皆様おめでとうございました。今回の賞品は、解禁
になったばかりの「蟹」を紙谷会員に準備してもらいました。
　今回は、総勢18名のコンペとなりました。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≫ OUT	　IＮ	GROSS	 HDCP	 NET

■優　勝……髙桑　幸一	 39	 39	 	 78	 	 4.8	 73.8
■準優勝……山岸　敬広	 53	 49	 102	 28.8	 73.2
■３　位……白川ひとみ		 45	 43	 	 88	 14.4		 73.6

≪特別賞≫
■ＢＧ賞……髙桑　幸一　　　■水平賞……笠間　史盛
■大波賞……木屋　満晶　　　■小波賞……橋浦　康友
■ＤＣ賞……大島　国雄（№	 2）、山岸　敬広（№16）
■ＮＰ賞……木屋　満晶（№	 4）、大島　国雄（№	 7）
　　　　　　髙桑　幸一（№12，№17）
■優勝パートナー賞…向井　健夫、横山　秀雄、橋浦　康友
■ＢＭパートナー賞…髙桑　幸一、橋浦　康友、向井　健夫
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第2回グリーン会ゴルフコンペ開催

11月理事役員会報告（11月18日）

1）第2790地区台風15号災害義援金の件…承認。
・ガバナー事務所の要請で55,000円（＠￥500×110名）を
ニコニコBOXより支出。

2）2019-2020年度受入交換学生の件…承認。
・Poppy	GUYさん…第9685地区オーストラリア国
　　　　　　　　　　NSW州Narrabeen市
　　　　　　　　　　2005年1月6日生まれ（14歳）
　　　　　　　　　　2020年1月来日し、石川県立金沢
　　　　　　　　　　商業高校に通学予定

3）2020-2021年度理事・役員候補者の件（別紙参照）
・原案通り、承認。12/2年次総会に諮る。

4）その他
・緊急案件発生の場合は、持ち回り理事会を開催する。

❖  11 月 25 日（月）例会 ❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile,	Sing	a	Song”

■本日の卓話
11月25日		 中林住宅開発㈱代表取締役社長
	 	 鍋

なべ

谷
たに

一
かず

貴
たか

氏（金沢東ＲＣ）
	 	 「住まいづくりとマラソン」

■例会卓話予定
12月		2日		 ㈱金沢名鉄丸越百貨店	取締役社長
	 	 石

いし

川
かわ

仁
ひと

志
し

氏（金沢東ＲＣ）
	 	 「百貨店の事業環境」
12月		9日		 年忘れ家族例会
12月16日		 交換学生 Jovian	AORANGI-TAYLOR君
	 	 「母国の紹介他」
12月23日		 休会
12月30日		 休会
		1月		9日		 金沢8ＲＣ新年合同例会
	 	 （18：30～ ANAクラウンプラザホテル金沢）

■ おめでとう（敬称略）
◎10月年間皆出席祝
	47ヵ年	 浅田　裕久	 30ヵ年	 鈴木　宗幸
	25ヵ年	 松木　浩一	 1ヵ年	 鍋谷　一貴
	 1ヵ年	 中井　弘之



◆11月親睦委員会
日　時：11月26日（火）　18：30～
場　所：天狗中田本店
会　費：10,000円

◆米山年末懇親会
日　時：12月7日（土）　17：00～ 19：30
場　所：ホテル金沢
会　費：10,000円（クラブ負担）
出席予定者：李、向井

◆年忘れ家族例会
日　時：12月9日（月）　18：30～
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F
会　費：会員…10,000円	 ご家族（中学生以上）…8,000円
	 　〃　（小学生以下）…5,000円
※12/9（月）昼の通常例会はございません。

◆交換学生ジョビアン君送別会＆誕生会
日　時：12月19日（木）　18：30～
場　所：ビストロ・アンサンブル
会　費：4,000円

◆ロータリー・リーダーシップ研究会Ⅲ
日　時：12月21日（土）　9：30～ 17：00
場　所：金沢勤労者プラザ
会　費：5,000円（クラブ負担）
出席予定者：大島淳光

◆金沢8RC新年合同例会
日　時：1月9日（木）　18：30～ 20：00
場　所：ANAクラウンプラザホテル金沢3F「鳳の間」
会　費：5,700円（全員登録）
※1/6（月）例会は振替となり、休会です。

〈 例会メニュー 〉
11/25	〈中華〉季節の食材と白い麻婆豆腐

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

11月はロータリー財団月間です

した。今後もしっかり精進してまいりますので、引き続きよろしくお
願いいたします。

中田…地区大会でロータリー賞を受賞しました。有言実行できたのは、皆
様のお蔭です。ありがとうございました。

髙桑幸一…11／9（土）第2回グリーン会ゴルフコンペにおいて優勝するこ
とができました。素晴らしいメンバーと気持ちの良い好天気で、ス
コアも今年の最高が出ました。サンキュー（39）サンキュー（39）です。

渕上…誕生日のお祝いをいただき、ありがとうございました。
紙谷…先月、誕生日祝を頂戴しておりましたが、ニコニコを忘れていまし

た。ありがとうございました。
村端…お誕生日プレゼントをありがとうございます。46歳になります。50

が見えてきました。健康に気をつけて頑張っていきたいと思います。
小池田康成…11月3日、元気に結婚記念日を迎えることができました。感

謝、感謝です。
越原…この度、結婚記念日のお祝いをいただきまして、ありがとうござい

ます。健康に留意しこれからの人生、楽しみたいと思っております。
別川…結婚記念祝をいただき、ありがとうございます。何回目かは定かで

はないし、当日は出張だし、家内も当てにしてないようです。罪滅ぼ
しにケーキを買ってきました。反応は？

中井…結婚記念日のお祝いをいただきました。ありがとうございます。ミ
レニアム婚と言われてから19年が経ちました。来年もいただけるよ
うに精進します。

向井…結婚記念日のお祝いをいただきました。ありがとうございます。記
念日は6日で既に過ぎてしまったので、何と言って花を渡そうかと
考えてしまいますが、毎年のとは違う花を渡そうと思います。良い
記念になります。ありがとうございます。

黒木…結婚記念日のお祝いをいただき、ありがとうございました。

　合計　636,500円　

❖  11 月 18 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
10月21日	 52 ／ 104　ホームクラブ　50.00％
10月		7日	 83 ／ 104　補正出席率　　79.81％
　　　　　　　　　　　　　			（出席免除会員6名）

■ ニコニコ Box（敬称略）
野田（岡崎RC）…徳野会長、金沢東RCの皆さん、愛知県の岡崎RCから

メイクアップに参りました。大変お元気な徳野会長にお会いできて、
とてもとても嬉しいです！

片岡（岡崎RC）…徳野さん、お世話になりました。
小原（岡崎RC）…初めてお邪魔します。よろしくお願いします。徳野会長、

ありがとうございます。
同前（岡崎RC）…本日はよろしくお願いします。徳野会長のもと、金沢東

RCの益々のご発展を祈念します。
徳野…岡崎ロータリークラブより4名の方々の来訪です。どうぞ楽しんで

行ってください。次回は岡崎で飲みましょう。気持ち良く、ニコニ
コと！

髙桑幸一…この度、金沢商工会議所で副会頭という身に余る大役を仰せ
つかりました。浅学菲才の身ではございますが、精一杯努力してま
いる所存でございます。皆様のご指導、ご鞭撻の程、お願い申し上
げます。

木屋…この度、シーピーユーは11月15日を持ちまして、協和エクシオの子会
社となりました。今後もこれまで通り、シーピーユーとして取り組ん
でまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

椿原…本日は卓話の機会をいただき、ありがとうございます。よろしくお願
いします。

光林…この度、入会のご承認をいただき、誠にありがとうございます。今後、
ロータリアンとして勉強を積んでいきますので、よろしくお願いい
たします。

徳野…光林昭二君の入会をご承認いただき、ありがとうございます。小林
君にはロータリーライフの感動を沢山味わってほしいと思います。
元気で、ニコニコと。

岩木…光林さん、金沢東ロータリークラブに入会されまして、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。また、
皆様には入会をご承認下さいましたこと、誠にありがとうございま
した。

小池田康秀…先週は有意義で楽しい職業奉仕の研修旅行、ありがとうござ
いました。段取りいただいた松本委員長、野村副委員長に感謝です。

野村…この度の職業奉仕研修旅行において弊社トラベルAをご利用いた
だきまして、ありがとうございました。ご参加いただきました皆様
のご理解とご協力のお蔭をもちまして、無事に終えることができま

Smile, Sing a Song
Smile and the world smiles with you,

Sing a song.
Don't be weary, Just be cheery all day

long.
Whenever your trials, Your troubles and

your care
Seem to be more than you can really bear
Smile and the world smiles with you,

Sing a song.

　金沢東RCの年内の例会は12／16例会で終了し、新年は
1／9金沢8RC新年合同例会（18：30～　ANAクラウンプ
ラザホテル金沢）、通常例会は1／20例会からとなります。
　※12／23，12／30，1／6は休会です。


