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㈱電通西日本 金沢支社長
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　はじめまして。電通西日本の真
鍋と申します。この度は、伝統と
歴史のある金沢東ロータリークラ
ブへ入会させて頂きありがとうご
ざいます。推薦者をはじめ先輩会

員の皆様に御礼申し上げます。
　私は2022年6月1日付で電通西日本金沢支社長とし
て赴任して参りました。出身地は四国・愛媛県です。入
社後、広告コミュニケーションの主に営業職として、松
山、広島、大阪、神戸、高松といった瀬戸内沿いで勤務
して参りましたが、6か所目で初めて北陸の地を踏むこ
ととなりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
　ロータリアンとしてのデビューは神戸ロータリーク
ラブとなります。前任地高松では高松ロータリークラブ
にお世話になりロータリークラブの魅力と意義を学び、
ホップ・ステップと歩んで参りました。この度3つ目のこ
こ金沢東ロータリークラブでロータリアンとしての資質
も更にジャンプできますよう、そして百万石の武家文化
と芸能が今なお残る金沢の地に貢献できますよう、皆
様方のご指導を仰ぎながら、楽しく活動して参りたいと
思っています。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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入会挨拶

　去る9月24日（土）、松
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。スタート
時に少し雨にあたりまし
たが、その後は回復し秋晴
れの中、深いラフに苦戦し
ながらも和気あいあいと
楽しいラウンドとなりまし
た。そんな中、7番ショート
ホールで白川会員がホール
インワンを達成されまし
た。136ydをPWで放たれ
たショットは、綺麗なドローボールでピン手前に着弾し
コロコロ・・・「ナイスオン、あれボールは？入った？」の
声の後、中井会員がグリーンに向かって走り出しました。
カップを確認すると、ティーグランドに向かって「入っ
ています、バンザイ！」、みんな大興奮となりました。ラ
ウンド後に行われた表彰式で、白川会員からホールイン
ワン達成が報告されました。快挙達成にいつもとは違
う盛り上がりの表彰式となり、記録と記憶に残るコンペ
となりました。
　今回は、いつもより少なめの4組16名のコンペとなり
ました。平原会員、高橋会員、山本会員が初参加され表
彰式で挨拶されました。次回は、11月19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……木屋　満晶� 41� 44� 85� 13.2� 71.8
■準優勝……南　　志郎� 41� 45� 86� 13.2� 72.8
■３　位……中井　弘之� 53� 50� 103� 28.8� 74.2
■４　位……白川ひとみ� 46� 47� 93� 18.0� 75.0
■５　位……大島　国雄� 48� 49� 97� 21.6� 75.4

≪特別賞≫
■ＢＧ賞………木屋　満晶
■大波賞………山本　博之
■小波賞………中田　吉則
■水平賞………髙橋　将樹
■ドラコン賞…南　　志郎（№� 3）、中井　弘之（№16）
■ニアピン賞…田中　和彦（№� 4）、中井　弘之（№� 7）
　　　　　　　山本　博之（№12）、南　　志郎（№17）
■優勝パートナー賞…白川ひとみ、中井　弘之、平原　賢一
■ＢＭパートナー賞…大島　国雄、坂本　憲一、中田　吉則
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第1回グリーン会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

ホームページは
コチラ！

Facebookは
コチラ！

向井…お誕生日祝ありがとうございます。10月14日生まれの向井です。とう
とう今月65歳で高齢者の仲間入りです。

冨久尾…お誕生日のお祝ありがとうございました。健康に感謝してニコニ
コと。

松本浩平…55歳の誕生日祝をいただきました。健康に留意して頑張ります。
引き続きましてのご指導をよろしくお願いいたします。

八木…お誕生日のお祝をいただき、ありがとうございます。入会間もなくの
事で大変嬉しいです。これを励みに精進したいと思います。

宮川…お祝をいただき、ありがとうございます。本当に嬉しいです。49歳に
なりました。これからも健康に留意し頑張っていきます。

浅田裕久…結婚記念日が57回目を迎えます。すべて家内のおかげです。感
謝あるのみ。形をカカア天下にしておくと楽ですわ…。お祝をあり
がとう。

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。あと
3年で金婚式です。

厚見…いつも結婚記念日を思い出させていただき感謝申し上げます。おか
げで夫婦円満です。

井上…結婚記念日のお祝をいただきました。よく考えてみると30周年になり
ます。これからも仲良く過ごしていきたいと思います。ありがとうご
ざいました。

中村和哉…結婚記念日のお祝をいただき、ありがとうございます。多分…33
年になると思われますが、しっかりと家内の言葉に耳（33）を傾けよ
うと思います。今週6日から栃木国体のハンドボール競技が始まりま
す。8大会連続優勝目指し、石川県代表として頑張ってきます。

喜多…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す。
藤弥…結婚記念日のお祝ありがとうございます。23年になります。これから

も仲良くニコニコと‼
木屋…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。
外山…結婚記念日のお祝ありがとうございます。早いもので15年経ちまし

た！これからも円満でいけるよう努力精進いたします！
　合計　623,500円　

❖  10 月 3 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
� 9月12日� 65 ／ 102　ホームクラブ　63.73％
� 9月� 5日� ―／101　補正出席率　　―％
　　　　　　　　　　　　　�������（出席免除会員2名）

〈	例会メニュー	〉
10/17　秋の観月例会
10/24　休会

❖  10 月 17 日（月）例会 ❖

“秋の観月例会”

■ソング
“それでこそロータリー”
“Sing�Everyone,�Sing”

■本日の卓話
10月17日�� 秋の観月例会

■例会卓話予定
10月31日�� 米山奨学生
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さん（金沢東RC）
� � 「徐�蓁瑩の自己紹介と糖尿病の研究」
11月��7日�� 大和証券㈱金沢支店長
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氏（金沢東RC）
� � 「当面の相場見通し」
11月14日� � 三井住友信託銀行㈱金沢支店兼金沢中央支店長
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氏（金沢東RC）
� � 「未定」
11月21日� � ㈱NTTデータ北陸 代表取締役社長
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氏（金沢東RC）
� � 「未定」

■ ニコニコBox（敬称略・順不同）
黒川ガバナー…ガバナー公式訪問に参りました。
諸江ガバナー補佐…ガバナー訪問に同行させていただきました。
佐々木地区副幹事…ガバナー訪問に同行させていただきました。
松本浩平…黒川ガバナー、佐々木地区副幹事、諸江ガバナー補佐、ご来訪あ

りがとうございます。本日はよろしくお願いいたします。
井上…黒川ガバナーのご来訪を心より歓迎いたします。本日はよろしくお願

い申し上げます。
中田…黒川ガバナー、ご苦労様です！
鶴見…伝統ある金沢東ロータリークラブへ入会させていただき、ありがとう

ございます。微力ながら社会貢献できたらと考えております。皆様と
の活動を楽しみにしております。よろしくお願いいたします。

大島淳光…鶴見直樹さんのご入会を心から歓迎申し上げます。金沢東での
ロータリーライフを楽しんでください。皆様どうぞよろしくお願いい
たします。

小池田康秀…新会員の鶴見直樹さんの入会を心より歓迎いたします。前任
の鳩山さん同様、楽しく有意義なロータリー活動になることをお祈り
しております。

井上…NECネッツエスアイの鶴見直樹さんのご入会を心より歓迎いたしま
す。是非ロータリーライフを楽しんでください。

木屋…9/24に行われたグリーン会で優勝することができました。同組の白
川さんのホールインワンで大いに盛り上がり、記憶に残るラウンドと
なりました。ありがとうございました。次回は11/19(土)の予定です。
ご参加をお待ちしております。

中田…私の長男に長男が誕生しました。中田家の世継ぎです。
笠間…誕生日のお祝ありがとうございます。来年までもつかどうか心配です。
中田…お誕生日のお祝ありがとうございます。63歳になります。
小池田康秀…お誕生日のお祝をいただき、ありがとうございます。これから

も健康に気をつけて、1日1日大事に時間を重ねていきたいと思いま
す。あわせて今月は33回目の結婚記念日です。これからも家族仲良く
やっていきます。

◆秋の観月例会
日　時：10月17日（月）　18：30～
場　所：六角堂Grill＆Bar
会　費：会員10,000円、配偶者9,000円
　　※10/17（月）昼の通常例会はありません

◆国際ロータリー第2610地区2022-23年度地区大会
会　場：富山国際会議場、ANAクラウンプラザホテル富山
１日目：10月22日（土）�
　　　　指導者育成セミナー
　　　　〔対象者〕会長、幹事、次年度会長、次年度幹事、地区委員長
　　　　RI会長代理御夫妻歓迎晩餐会
　　　　〔対象者〕会長、幹事、地区委員長
２日目：10月23日（日）
　　　　本会議Ⅰ・Ⅱ、基調講演、大懇親会
　　　　〔対象者〕全会員、ご家族、留学生、米山奨学生
登録料：会員13,000円（内クラブ負担3,000円）、ご家族8,000円
　　※10/24（月）例会は地区大会に振替となります

◆パスト会長懇談会
日　時：10月27日（木）　18：30～
場　所：かなざわ石亭
会　費：10,000円

◆グリーン会ゴルフコンペ
日　時：11月19日（土）　9：04スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」

10月は地域社会の経済発展月間･
米山月間です


