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グリーン会第３回ゴルフコンペを開催
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋

となり、納会も予定しています。多くの皆様のご参加をお
待ちしております。
なお、成績は以下の通りです。
（記 グリーン会部会長：木屋 満晶）
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≪特別賞≫

去る4月3日、第3回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。
当日は、春らしい陽気で、桜も見ごろと絶好のゴルフ
日和となりました。いつもより多くの方が練習を念入り
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に行い、スタートしていきました。シーズンが開幕したば
かりで調整不足もあるのか、春先の薄い芝に苦戦したの
か全体的にスコアが伸びなかったようでした。そんな中、
実力者の髙桑幸一会員がベスグロで優勝され「久しぶり
に優勝できて大変嬉しい。スタート前のアプローチとパ
ター練習を念入りにした事が良かった。次回も優勝を目

❖

指したい」と表彰式で挨拶されました。準優勝は南会員、
3位は小池田会長でした。各賞を受賞された皆様おめで
とうございました。表彰式では、初参加で会長賞を受賞
された寺松会員と転勤により最後のグリーン会となった
渕上会員が挨拶され、表彰式を終えました。

4 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

今回は、27名の皆様にご参加いただきました。次回は、

4月12日

春の特別例会（松魚亭）

6月5日（土）の開催となります。今年度最後のグリーン会
例会日：毎月曜日 12:30 ～ 13:30
例会場：ANAホリデイ・イン金沢スカイ
U Ｒ Ｌ：http://www.kanazawahigashi-rc.com/

事務局：金沢市彦三町2丁目1番地45号 むさしビル4F
ＴＥＬ：076-260-1212 FAX：076-260-5656
E-mail ：k-eastrc@gaea.ocn.ne.jp

会長：小池田
幹事：大 島
会報：竹 松
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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

■例会卓話予定
4月19日		 パトリ合同会社 代表
		
		
4月26日		
		

みなみてひでかつ

南手英克氏
「教育と福祉とDX（デジタルトランスフォーメーション）」
㈱リオテラス コンサルタント
NPO法人tomoshibi代表

厚見…20ヵ年皆出席顕彰ありがとうございます。あっとい
う間の20年でした。皆様のお陰で楽しくメンバーを
続けさせていただいております。
竹松…急遽卓話をすることになりました。準備不足ですが、
精一杯努めたいと思います。
合計

1,473,700円

なかしまてつ や

		 中島哲也氏
		 「知って欲しいけど、知って欲しくない

児童養護施設で育つ子どもたちの現実」

4 月 5 日（月）例会報告

❖

■出席率報告

■ ニコニコ Box（敬称略）
小池田康秀…柴山彰さんの入会を心より歓迎いたします。大
変な時期の赴任ですが、前向きに頑張ってください。
柴山…新会員として、今後ともどうぞよろしくお願い申し上
げます。
不室…新会員の柴山さんの推薦をさせていただきました。
会員の皆さん、よろしくお願いいたします。
南 …グリーン会にて、髙桑幸一さんに次いで準優勝させ
ていただきました。6月のグリーン会ではもう一つ上
を目指します。
寺松…土曜日のゴルフコンペで会長賞をいただきました。
ありがとうございました。
浅田裕久…お誕生日祝をありがとうございました。エーッ
81 イヤンナッチャウナー⁉
不室…この度、私の誕生日のお祝をいただき、ありがとうご
ざいました。満80才となりました。よろしくお願いし
ます。
高桑秀治…お陰様で73才の誕生日を迎えることができま
した。
根布…何回目の誕生日か数えられなくなってしまいました
が、健康にだけは自信があります。この後も仲良くお
付き合いしてください。
泉屋…誕生日のお祝をいただきまして、ありがとうござい
ました。
南 …結婚記念日のプレゼントをいただき、ありがとうご
ざいました。ロータリーのお知らせで、記念日を失念
することがなくなり、助かっています。
高岩…結婚記念日のお祝をありがとうございます。妻への
感謝の気持ちを忘れないようにしたいと思います。

４月は母子の健康月間です
5/10㈪,17㈪は休会です
〈 例会メニュー 〉
4/12 春の特別例会
4/19 〈中華〉スパイス効かせたアジア料理
4/26 〈洋食〉春爛漫 新物食材を取り入れた洋風弁当

Facebook は
コチラ！

❖

4月18日
地区研修・協議会
ログイン用

3月22日
3月15日

59 ／ 102 ホームクラブ 57.84％
―／ 102 補正出席率
―％
（出席免除会員3名）

◆2021学年度「米山奨学生・カウンセラー」
オリエンテーション
日 時：4月17日(土) 14：00 ～ 15：30
場 所：ホテルニューオータニ高岡4F「鳳凰の間」
出席予定者：鍋谷
◆2021 ～ 2022年度のための地区研修・協議会
日 時：4月18日（日） 13：00 ～ 16：10
場 所：コスモアイル羽咋「大ホール」またはオンライン視聴
ログイン用URL（当日12：45より入室可能）
https://youtu.be/5WzpUJnPDzE
◆次年度第1回クラブ協議会
日 時：4月19日(月) 13：40 ～ 14：40
場 所：ANA ホリデイ・イン金沢スカイ10F「白山の間」
出席対象者：次年度理事・役員・各委員長
◆ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI）
日 時：4月25日（日） 9：30 ～ 16：30
（Zoom参加）
会 費：1,000円（クラブ負担）
出席予定者：山本
◆親睦委員会
日 時：4月27日(火) 18：30 ～
場 所：六角堂 Grill&Bar
会 費：10,000円
◆石川第1グループ A次年度会長・幹事懇談会
日 時：5月7日(金) 12：00 ～ 14：00
場 所：金沢ニューグランドホテル3F「パラッツオ」
会 費：4,000円（クラブ負担）
出席予定者：山本、紙谷
◆職業奉仕研修旅行
日 時：5月19日(水) ～ 20日(木)
視察先：立山黒部アルペンルート・長野県立美術館・東山魁夷館
宿泊先：白馬東急ホテル
会 費：お1人様 54,000円
※5月17日は休会となります

コロナ感染予防のため、例会にはマスク着用で
ご出席願います。

