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ANA ホリデイ・イン金沢スカイ
総支配人
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　ANAホリデイ・イン金沢スカイ
の総支配人として、本年（2021年）
2月1日に着任いたしました。
　出身は福岡県福岡市で、博多ラー

メンや明太子を食べながら過ごして参りました。
　福岡は急速な都市開発や整備が進む一方で博多どん
たく・祇園山笠など伝統を重んじる町であり、山や海など
自然が近く、熊本・佐賀・長崎・鹿児島・山口への交通の便
も抜群。転勤者・出張者から人気の高い地域だそうです。
　1992年にホテル専門学校卒業、博多全日空ホテルへ
入社しました。フロント勤務から始まり、セールス部門で
全国を飛び回った後、収益管理の仕事に携わりました。
　2007年、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)との合弁会社企業に転換、同ホテルで
2009年ホテル宿泊部門責任者を務め、2013年から5年
間は沖縄県石垣島のANAインターコンチネンタル石垣リ
ゾートで副総支配人として勤務いたしました。空港移転を
機に多くのお客様が来島し、貴重な経験となりました。
　趣味は旅行。スキーやドライブへもよく行きます。キャ
ンプ専用車両を購入したこともあります。ゴルフは石垣島
勤務の際に多少覚えましたが、特訓が必要なレベルです。
　金沢へはセールス担当時代に何度も足を運びましたの
で、思い出深いこの地域への転勤にとてもうれしく思っ
ております。
　今回、ご縁により伝統ある金沢東ロータリークラブ様
に入会できたことを誇りに思います。
　地域の発展のために多くの地域の皆様との交流によ
り文化を学び、奉仕の精神で多くの社会貢献活動に積極
的に参加していく所存でございます。
　皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願
い申し上げます。
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入会挨拶

4月理事役員会報告（4月26日)

1）退会者の件…承認。

・二木克明会員…業務多忙の為、4／20付で退会。
・渕上司朗会員…人事異動の為、4／26付で退会。
・茂木啓一会員…人事異動の為、5／31付で退会。

2）新会員候補者の件…承認。全会員へ通知する。

・髙口　格氏… 東京海上日動火災保険㈱金沢支店長
（S44,9,1生 51歳）
職業分類：損害保険
推薦人：徳野与志一・竹松俊一

・吉岡東吾氏… 富士フイルムビジネスイノベーション
  ジャパン㈱北陸支社長
（S39,12,8生　56歳）
職業分類：情報機器販売
推薦人：髙桑幸一・小池田康秀

「最も強い者が生き残るのではなく、
 最も賢い者が生き延びるわけでもない。
 唯一生き残るのは、変化できる者である。」
ダーウィン進化論より
チャールズ・ロバート・ダーウィン（1809-1882）

  （選　親睦：長嶋宏明会員）

今月のことば

❖  6 月 21 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
  6月21日   ㈱浅田屋 代表取締役社長

    浅
あさ

田
だ

久
きゅう

太
た

氏（金沢東RC）
    「世界における日本料理の可能性」



真実かどうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

1.
2.
3.
4.

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

米沢…28ヵ年の皆出席の顕彰をいただきました。ありがと
うございます。引き続きメンバーの皆様のご指導よ
ろしくお願いいたします。

向井…9ヵ年年間皆出席顕彰をいただきました。ここまで
続けられたのも、ご推薦くださった北川パスト会長、
岩木パスト会長やクラブの皆様のおかげです。今後
もニコニコと出席できるように社業に務めます。

石野…改心して、ようやく5ヵ年の皆出席顕彰をいただきま
した。毎年、どのツラ下げて前に出たらいいか戸惑
いますが、これからも真面目に出席いたします。

別川…誕生日祝をいただき、ありがとうございます。とうと
う６

む

さ９
く

るしいトシになりました。先般亡くなった
元金沢東ロータリー会員の西川英治君とは生年月日
が全く同じ、高校も同級生で、彼はすごく優秀でした。
イイ奴ほど先に亡くなるって本当です。残念。

小西…誕生日祝をいただき、誠にありがとうございます。両
親、家族に感謝して頑張っていきたいと思います。あ
りがとうございました。

南　…誕生日のお祝ありがとうございます。50才になりま
す。人生100年の半分まできました。元気に活動で
きるよう体調管理していきます。

谷村…結婚記念日のお祝の花をいただきました。22回目の
記念日です。ありがとうございました。また、8ヵ年
皆出席のお祝もいただきました。これからも身体に
気を付けてニコニコと頑張ります。

　合計　1,567,200円　

❖  4 月 26 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
  4月12日  55 ／ 101　ホームクラブ　54.46％
  4月  5日  ―／101　補正出席率　　―％
　　　　　　　　　　　　　       （出席免除会員3名）

■例会卓話予定
  6月28日   会長・幹事退任挨拶
  7月  5日   会長・幹事新任挨拶
  7月12日   臨時総会（決算・予算・奨学財団）
    5大奉仕委員長新任挨拶
  7月19日   ANAホリデイ・イン金沢スカイ総支配人

    柴
しば

山
やま

  彰
あきら

氏（金沢東RC）
    「未定」
  7月26日   エステック不動産投資顧問㈱代表取締役社長

    武
たけ

部
べ

  勝
まさる

氏
    「未定」

■ おめでとう（敬称略）
◎5月お誕生日祝
坂本　憲一　5.  3  別川　　稔　5.  9  三平　佐弓　5.11
高岩　勝人　5.11  山崎　勝治　5.11  小西　敏雄　5.12
長嶋　宏明　5.24  南　　志郎　5.25

◎5月ご結婚記念日祝
山岸　敬広　5.  1  村端　一男　5.  7  谷村庄太郎　5.  8
山城　大助　5.11  髙桑　幸一　5.14  宮本　秀夫　5.15
浅野　達也　5.18  松本　浩平　5.20  忠田　秀敏　5.23

◎6月お誕生日祝
平野　利康　6.  6  岡田　直樹　6.  9  鈴木　宗幸　6.15
相原　信康　6.20  安達　　洋　6.23  黒木　康生　6.30
谷村庄太郎　6.30

◎6月ご結婚記念日祝
中田　吉則　6.  3  金井　辰樹　6.  4  小池田　均　6.  5
和田　清聡　6.  9  山崎　勝治　6.10  高桑　秀治　6.16

◎4月年間皆出席祝
 43ヵ年  小池田康成  40ヵ年  笠間　史盛
  6ヵ年  藤弥　昌宏

■ ニコニコ Box（敬称略）
小池田康秀…今月から1年間、新たに当クラブで米山奨学

生・翁 欣羽（おう きんう）さんのご支援をします。
カウンセラーの次年度米山委員長の鍋谷会員をはじ
め、皆様にはお世話になりますので、どうかよろしく
お願いします。

鍋谷…米山奨学生の翁 欣羽さん、これから1年間、ロータリ
アンと交流を深め、色々体験し楽しんでください。

渕上…本日の例会が最後となり、淋しい気持ちでいっぱい
です。3年間、大変有意義な時間を過ごすことがで
きました。ありがとうございます。

厚見…2週間前に花嫁の父を経験させていただきました。
絶対に涙を見せないつもりでしたが、演出にやら
れてしまいました。交換留学でお世話になりました
ロータリーメンバーの皆様に感謝申し上げます。

〈 例会メニュー 〉
6/21 〈和食〉夏至週間！ 水無月弁当
6/28 〈中華〉あっさり酸味を効かせた中華弁当

◆6月理事役員会
日　時：6月21日(月)　13：40～
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ10F「白山の間」

◆親睦委員会
日　時：6月22日(火)　18：30～
場　所：かなざわ石亭
会　費：10,000円
　　※コロナ禍のため親睦委員会のみのご案内です

◆第2回米山奨学会カウンセラー研修会
日　時：7月3日(土)　14：00～
場　所：ホテル金沢2F「ダイヤモンド」
出席予定者：鍋谷

◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日　時：7月5日(月)　11：30～
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ10F
出席予定者：髙口、吉岡、厚見、山本、紙谷、竹松、
　　　　　　髙桑幸一、小池田康秀

◆新旧理事役員会
日　時：7月12日(月)　11：00～
場　所：ANAホリデイ・イン金沢スカイ18F

Facebookは
コチラ！

６月はロータリー親睦活動月間です

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。


