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「入りて学び 出でて奉仕せよ」
Enter to Learn, Go Forth to Serve

奉仕しよう みんなの
人生を豊かにするために

No.2826　2021.10.25

❖  10 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

10月25日  東京海上日動火災保険㈱金沢支店長

  髙
こう

口
ぐち

  格
いたる

氏（金沢東RC）

  「ロータリアン『平
ひら

生
お

釟
はち

三
さぶ

郎
ろう

』について」

　去る9月11日、山本会長年度第1回グリーン会ゴルフ

コンペを片山津ゴルフ倶楽部「加賀コース」で開催しま

した。まん延防止等重点措置期間でしたが、感染対策を

徹底して実施しました。好天に恵まれ少し汗ばむ陽気の

もと、各自スタート前のアプローチやパター練習を念入

りに行い、和気あいあいとスタートしていきました。ア

ゴが高いバンカーやこの時期特有の深いラフに苦戦し

てスコアを崩したメンバーも多かったようでした。そん

な中、実力者の坂本会員がNET71の好スコアで優勝

されました。「最近例会に参加できておらず、本日のグ

リーン会を楽しみに参りました。同伴メンバーに刺激を

受けながら楽しくラウンドできたことが優勝に繋がり

ました」と表彰式で挨拶されました。準優勝は寺松会員、

3位はベスグロの南会員となりました。初参加の、髙口

会員、吉岡会員、池田会員、鳩山会員が挨拶され、表彰

式を終えました。

　今回は、7組27名と多くの皆様に参加いただき、大い

に盛り上がりました。次回は、11月13日（土）の開催と

なります。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）

≪成　績≫	 OUT IＮ GROSS HDCP NET

■優　勝……坂本　憲一 43 46 89 18.0 71.0
■準優勝……寺松　信宏 40 45 85 13.2 71.8
■３　位……南　　志郎 43 41 84 12.0 72.0
■４　位……藤弥　昌宏 43 47 90 18.0 72.0
■５　位……寺村　篤毅 46 49 95 22.8 72.2

《特別賞》
■ＢＧ賞………南　　志郎
■大波賞………鳩山　　学
■小波賞………横山　秀雄
■水平賞………安達　　洋
■ドラコン賞…中村　和哉（№ 3）、木屋　満晶（№16）
■ニアピン賞…髙口　　格（№ 4）、坂本　憲一（№ 7）
　　　　　　　南　　志郎（№12）、安達　　洋（№17）
■優勝パートナー賞…鷺　　佳憲、山城　大助、吉岡　東吾
■ＢＭパートナー賞…安達　　洋、横山　秀雄、寺村　篤毅
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グリーン会第1回ゴルフコンペを開催



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 奉仕しよう みんなの

人生を豊かにするために

ホームページは
コチラ！

Facebookは
コチラ！

■例会卓話予定

11月 1日  タマダ㈱代表取締役社長

  玉
たま

田
だ

善
よし

久
ひさ

氏（金沢東RC）

  「エネルギー転換期におけるタンク製造業」

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

  吉
よし

岡
おか

東
とう

吾
ご

氏（金沢東RC）

  「ブランドチェンジ！変えないこと」

11月15日  石川テレビ放送㈱代表取締役社長

  林
はやし

 寛
ひろ

子
こ

氏（金沢東RC）

  「未定」

11月22日  ㈱髙屋設計環境デザインルーム代表取締役

  髙
たか

屋
や

利
とし

行
ゆき

氏

  「カーボンニュートラルに向けて

 『補助金活用による省エネ型リノベーション』」

11月29日  三谷産業㈱代表取締役社長

  三
み

谷
たに

忠
ただ

照
てる

氏

  「未定」

12月 6日  参議院議員

  宮
みや

本
もと

周
しゅうじ

司氏（能美RC）

  「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

  喜
き

多
た

甚
しげ

一
かず

氏

  「未定」

12月27日  休会

■ おめでとう（敬称略）

◎9月年間皆出席祝

 33ヵ年 若林　智雄 18ヵ年 田中　和彦

 4ヵ年 横山　秀雄

■ ニコニコBox（敬称略）

藤澤（金沢RC）…本日、卓話をさせていただきました。

山本…金沢RCの藤沢会長にお越しいただきました。ようこ

そ、ありがとうございます。

小池田康秀…本日、金沢RC藤澤会長に卓話をいただきま

す。楽しみにしていましたが、所要の為欠席です。申

し訳ありません。また昨日は金商デパートへおじゃ

ましました。我がクラブが寄贈したトランシーバーを

活用していただき、生徒さんたちもとても素敵な笑

顔でした。本当に良かったです。

野村…この度、新たに「県民割」と「金沢市割」を併用した

スペシャルプランを造成しました。平日のAランク料

理の場合、お支払額は5,000円で、さらに観光クー

ポン2,000円分が付いているので、実質3,000円と

いう超お値打ちプランです。利用回数に制限もあり

ません。この機会に是非「五感で楽しむ金沢の食」

をご堪能いただければ幸いです。人気のレストラン

ばかりで、混み合いが予想されます。お早めにお申

し込みをお待ちしております。

木屋…結婚記念日のお祝ありがとうございました。

　合計　644,100円　

❖  10 月 18 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告

10月 4日 64 ／ 101　ホームクラブ　63.37％

 9月27日 ―／  99　補正出席率　　―％

　　　　　　　　　　　　　       （出席免除会員3名）

〈	例会メニュー	〉
10/25 〈中華〉秋の食材 スパイス香る中華弁当
11/1 〈和食〉秋の味覚 栗ごはん弁当
11/8 〈中華〉中国古典料理弁当 《10F》
11/15 〈洋食〉晩秋にぎわい弁当
11/22 〈和食〉五目御飯で晩秋弁当
11/29 〈中華〉四川家郷味弁当（家庭の味）

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。

◆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

日　時：11月13日（土）　8：00スタート

場　所：片山津GC「加賀コース」

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。

10月は地域社会の経済発展月間･
米山月間です


