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奉仕しよう みんなの
人生を豊かにするために

2021 -2022年度 金沢東RCスローガン

「入りて学び 出でて奉仕せよ」
Enter to Learn, Go Forth to Serve
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入会挨拶
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大和ハウス工業㈱金沢支社長
いし の

石野

しん じ

信治

大和ハウス工業の石野信治と
申します。このたびは、伝統と歴
史のある金沢東ロータリークラブ

10 月 18 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
10月18日		 石川ヤナセ㈱代表取締役会長
ふじさわひでのり

		 藤澤秀紀氏（金沢RC）
		 「石川県の輸入車の歴史」

への入会のご承認を賜り、推薦者をはじめ先輩会員の
■例会卓話予定

皆様に御礼申し上げます。

10月25日		 東京海上日動火災保険㈱金沢支店長

本年4月1日付で金沢支社に赴任して参りました。出

こうぐち

いたる

		 髙口 格 氏（金沢東RC）
ひら お はちさぶろう

		 「ロータリアン『平生釟三郎』について」

身は新潟県上越市です。
平成元年（1989年）に大和ハウス工業に入社し、新

11月 1日		 タマダ㈱代表取締役社長
たま だ よしひさ

		 玉田善久氏（金沢東RC）

潟 支 店 で流 通 店 舗 事 業 の 営 業 をさせ ていた だき、

		 「エネルギー転換期におけるタンク製造業」

2004年に新潟支店流通店舗営業所長、その後2011年

11月 8日		 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
よしおかとう ご

		 吉岡東吾氏（金沢東RC）

より埼玉西支社で流通店舗の事業部長を務め、2016

		 「未定」

年より埼玉西支社支社長を5年務め現在に至ります。

11月15日		 石川テレビ放送㈱代表取締役社長

前任地ではロータリークラブには入会しておりません

はやし

ひろ こ

		 林 寛子氏（金沢東RC）
		 「未定」

でしたので、初めてのことが多くあるかと思います。不

11月22日		 未定

慣れでございますので何卒宜しくお願い申しあげます。

11月29日		 三谷産業㈱代表取締役社長

金沢東ロータリークラブを通じてこの地に貢献でき

み たにただてる

		 三谷忠照氏
		 「未定」

るよう、全力で取り組む所存でございますので、皆さま

12月 6日		 参議院議員

ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

		 宮本周司氏（能美RC）

みやもとしゅうじ

		 「未定」
12月13日		 年忘れ家族例会
12月20日		 ㈱ビーイングホールディングス代表取締役

10月は地域社会の経済発展月間･
米山月間です
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/

き

た しげかず

		 喜多甚一氏
		 「未定」
12月27日		 休会

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：山
幹事：紙
会報：池
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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

四つのテスト

言行はこれに照らしてから

■ ニコニコ Box（敬称略）

奉仕しよう みんなの
人生を豊かにするために

田中和彦…昨日行われた百獣の王会ゴルフコンペに於いて、

村谷（河北南RC）…本日は米山奨学生卓話をさせていただ

ニアピン、ドラコンは元より全ての賞に洩れて、残念

き、ありがとうございました。今後とも米山奨学会に

な結果に終わりました。しかし、先輩会員から心温

よろしくご協力お願いいたします。

まる衣類、寝具等、賞品の提供、もれなく参加賞とし
て、ます寿司を全員にいただきました。これからも

東（河北南RC）…今日は皆様、趙さんの卓話を聞いていた

健康に気をつけて、ご参加お待ちしています。ニコニ

だきありがとうございます。
ちょうせい

コと！

山本…米山奨学生の「趙 静」さん、ようこそ。また、地区米
山副委員長の村谷さん、河北南R Cの米山カウン

白川…昨日、百獣の王会ゴルフコンペを開催させていただ

セラーの東さん、お越しいただきありがとうござい

きました。たくさんのご参加ありがとうございまし

ます。

た。安達先輩、大島先輩、キリンビール様、協賛あり
がとうございました。

小池田康 秀…誕 生日お祝と結婚記念日のお祝をいただ
き、ありがとうございました。気がついたら還暦です。

合計

620,100円

まったく実感はないのですが、これからは体力の衰
えを気持ちでカバーして頑張ろうと思います。
金井…お誕生日のお祝ありがとうございます。生まれたの

❖

10 月 11 日（月）例会報告

❖

はハロウィーンですが、かぼちゃはあまり得意では
ありません。

■出席率報告

紙谷…誕生日祝ありがとうございました。50歳です！

9月27日

55 ／ 101

ホームクラブ

54.46％

冨久尾…今年もお誕生日のお祝をいただき、ありがとう

9月13日

―／ 99

補正出席率

―％

ございました。健康で働ける事に感謝してニコニ

（出席免除会員3名）

コと！
鈴木…結婚記念日のお祝をいただきました。ありがとうご
ざいました。
山崎勝治…本年度も神戸中心の生活の為ほとんど出席で
きず申し訳ございません。5月の誕生日、6月の結婚
記念日のお祝ありがとうございました。
玉田…10月10日の百獣の王会で、まさかの優勝させていた
だきました。天気とメンバーに恵まれ、楽しい1日を
過ごさせていただき感謝しております。
鍋谷…「百獣の王会」で最高の天気とメンバーで楽しくゴル
フできました。安達さんからプレゼントのます寿司
を美味しくいただきました！ありがとうございました。
寺村…昨日「百獣の王会」に参加させていただきました。絶
好の天気のもとでの楽しいラウンド、皆様に感謝で
す。※諸先輩方からの差し入れにも感謝、感謝。
池田…田中さん、白川さん、寺村さんという素敵なメンバー
に恵まれて、昨日百獣の王会ゴルフコンペでキリン
ビールの麹レモンサワーを獲得しました。麹は身体
に良いのでたくさん飲みたいと思います！ありがと
うございます。

2022年「金沢8RC新年合同例会」は新型コロナ
感染状況を鑑み、中止となりました。
◆米山奨学生日帰り研修会
日

時：10月23日（土） 9：00 ～ 17：00

研修先：和倉温泉「加賀屋」
会

費：奨学生8,000円/カウンセラー10,000円
（クラブ負担）

参加予定者：翁欣羽、鍋谷
◆親睦委員会
日

時：10月27日（水） 18：00 ～

場

所：ハイアットセントリック3F「FIVE」

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

◆ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI）
日

時：11月7日（日） 9：30 ～ 16：30
（Zoom参加）

会

費：1,000円（クラブ負担）

出席予定者：松本浩平、藤弥、大島淳光
◆グリーン会ゴルフコンペ

〈 例会メニュー 〉
10/18 〈洋食〉秋彩洋食弁当
10/25 〈中華〉秋の食材 スパイス香る中華弁当

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。

日

時：11月13日（月） 8：00スタート

場

所：片山津GC「加賀コース」

ホームページは
コチラ！

Facebook は
コチラ！

