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◆会長挨拶（武藤一彦会長） 

本日は、八日市南ロータリーの

方々をお迎えしての合同例会になり

ました。会場はどこにするか、いろ

いろ候補は上がりましたが、最終的

には歴史と食通の皆さんに満足して

頂ける料亭という事で「石亭」という事になりました。たま

たま台風と隣り合わせの例会という事になりましたが、午後

から来られて例会が終わったら即座にバスでお帰りになると

いう段取りに、あたかも恋人同士の限られた時間の逢瀬とい

う印象を受けました。この短い時間を、お互いに有意義で楽

しい時間にして頂きたいと思います。  

◆お客様の紹介 

・2019～2020年度受入交換留学生 リヴァイ・ハウザーさん 

◆八日市南ロータリークラブ会長挨拶   

西賀隆夫様 
本日は、 白山石川RCと八日市南RC

の合同例会に多くの会員の皆様にご参

加いただき、ありがとうございます。

姉妹クラブ締結後十三年になるとのこ

とですが、 これまでもレイテ島やカン

ボジアの事業に合同参加していただく

など両クラブの関係も 年々深まり、私たち八日市南RCのメ

ンバーもこの合同例会を楽しみにしております。本日は二十

三名のメンバーでお邪魔させていただきました。台風が近づ

いているとのことですが、今日は秋晴れの素晴らしいお天気

で、私たちは 午後一時半に八日市を出発しました。金沢到着

後は、白山石川RC の多くの会員の方々にご案内いただき、 

日本三大名園の一つの兼六園を散策してまいりました。 兼六

園は何度訪れましても、さすがに加賀百万石のお膝元と、白

山神社を含めこの地域の歴史の深さを改めて感じたところで

ございます。また本日は例会会場として、 かなざわ石亭とい

う立派なお席をご用意いただき大変ありがとうございます。

懇親会では、 ゆっくりとお酒をいただきながら、 楽しい時

間を過ごさせていただきたいと思います。本日の例会、懇親 

 

会が、両クラブの更なる親睦と絆を深めること、 また白山石

川RC 様と会員の皆様のますますのご発展を祈願いたしまし

て、私の挨拶とさせていただきます。 

 

◆幹事報告（織部資子 幹事） 

・10/4 ガバナー

事務所より 2022‐

2023年度 ガバナ

ー候補者の推薦につ

いて締切延長のご案

内が届く。 

ご推薦締切日：2019

年 11月 30日(土) 必着 

・10/8 ガバナー事務所より 金沢ＲＣ事務所移転のご案内 

が届く 

・10/8 ガバナー事務所より 第 2790地区 台風 15号災害の

義援金のお願いが届く。令和元年 9月の台風 15号による災

害のため、第 2790地区ガバナーよりご支援のお願い文が届

きました。そこで、1ヶ月前と同額で各ロータリークラブ

会員一人当たり 500円の義援金をお願いいたします。 

・10/10 金沢香林坊 RC地区大会事務局より 2019-2020地

区大会諸連絡が届く 

10/10 ガバナー事務所より 派遣交換学生向け第１回オリ

エンテーションの案内が届く 

◆出席報告 (新陽一郎委員長) 

 ● 出席率： 82.35％ 

  ● 出席者： 24名 /34名 

 ● 出席補填： 4名 

 ● 出席免除者： 2名 

 ● メーキャップ： 21 名

（10/5 藤本和久･埴岡正稔･林 哲也･池元ことみ･木

村俊夫･小柳善裕･松田和仁･武藤一彦･永瀬喜子･中島

育子･西川隆司･西田直樹･野澤誠治･織部資子･小路昌

弘･新陽一郎･塩野正幸･多田茂･竹田佳一･山本篤･山

内隆: 「パパ・ママ子育て大変だね」奉仕プロジェク

ト事業） 
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◆ニコニコボックスの発表 (中島育子副委員長) 

八日市南ロータリークラブ 

・会長 西賀隆夫様：本日はお世話になりま

す。おもてなしありがとうございます。 

・藤野潔様、野神多美男様：白山石川ロータ

リークラブの皆さん、本日はありがとう

ございます。 

・向 真史様：白山石川ロータリークラブの皆さん、本日は

お世話になります。 

・田中敏彦様：お世話になります。 

・村田 豊様：本日は合同例会ありがとうございます。お世

話になります。 

・斉藤香一様：白山石川ロータリークラブの皆さま、お世話

になります。ありがとうございます。 

・磯貝武司様：美味の料理をいただきましてありがとうござ

います。 

・奥村武一郎様：白山石川ロータリークラブとの合同例会楽

しかったです。石亭での親睦会ありがとうございました。 

・北岸孝雄様：白山石川ロータリークラブの皆様ご無沙汰し

ております。今日はお世話になります。 

・野矢善章様：お世話になります。 

・山本憲宏様：白山石川ロータリークラブの皆様、本日はお

世話になります。 

・荻田富和様：本日は兼六園そして名亭と最高のおもてなし、

心より御礼申し上げます。 

・今宿幸男様：久しぶりに合同例会に出席させていただきま

した。本日はお世話になります。 

・高木一正様：白山石川ロータリークラブの皆様、今日は楽

しみにしておりました。本日はお世話になりありがとう

ございました。 

・奥村淳一朗様：本日は本当にありがとうございます。久し

ぶりに楽しみたいと思います。 

・込山重浩様：白山石川ロータリークラブの皆様、本日お世

話になります。 

・井田勝康様：本日はありがとうございます。お世話になり

ます。よろしくお願いします。 

・山田正記様、堤 祐子様、木村玲子様：皆様との出会いを楽し

みにしておりました。本日はありがとうございます。 

・安田高玄様：楽しい夜をよろしくお願いいたします。 

 

白山石川ロータリークラブ 

・武藤 一彦 会長：八日市南ロータリークラブ楽しい夜を

よろしくお願いいたします。の皆様、台風よりも早く来

られたこと本当に運が強い方々と思います。短い時間の

顔合わせですが、お互いの健康と発展を祈って楽しみま

しょう。 

・小柳 善裕：八日市南ロータリークラブの皆様、ようこそ

お越しくださいました。また、兼六園の散策おつかれ様

でした。25周年、20周年を迎えます。今後ともよろしく

お願いします。 

・野澤 誠治：八日市南ロータリークラブの皆様、本日はよ

うこそ。沢山の方がおいでいただきありがとうございま

す。本日は楽しみましょう‼ 

・織部 資子：八日市南ロータリークラブの皆様、ようこそ

お越しいただきました。今日も楽しいひと時を過ごしま

しょう。今年もよろしくお願いいたします。 

・今井 欣也：八日市南ロータリークラブの皆様、ようこそ

おいで下さいました。今夜は楽しみましょう。 

・浅野 昭利、山本 篤：八日市南ロータリークラブの皆様、

ようこそいらっしゃいました。大歓迎です。 

・加藤 功：八日市南ロータリークラブの皆様、ようこそ。

皆さんのお蔭で何十年ぶりに兼六園を廻れました。 

・永瀬 喜子：八日市南ロータリークラブの皆様、ようこそ

お越しくださいました。素晴らしいお天気を連れて来て

くださりありがとうございます！ 先週、誕生日祝いと

結婚記念日祝いをありがとうございました。 

・山内 隆：お久しぶりです。ようこそおいで下さいました。

晴れが何よりです。 

・多田 茂：八日市南ロータリークラブの皆様、来訪ありが

とうございます。 

・西川 隆司：今日は八日市南ロータリークラブの皆様、よ

うこそおいで下さいました。遠路ありがとうございます。 

先週は結婚記念日祝いをありがとうございました。 

・池元 ことみ：八日市南ロータリークラブの皆様、ようこ

そ‼ おひさしぶりです。今日は皆様をお迎えできる様、

お天気も良く喜んでおります。美酒で楽しみましょう。 

・小路 昌弘：八日市南ロータリークラブの皆様、ようこそ

おいで下さいました。 

・中島 育子：八日市南ロータリークラブの皆様、ようこそ 

お越しくださいました。 

・松田 和仁：八日市南ﾛｰﾀﾘｸﾗﾌﾞの皆様、ようこそいらっし

ゃいました。先日も合同ゴルフコンペありがとうござい

ました。今日は時間の許す限り楽しみましょう！ 

・藤本 和久：八日市南ロータリークラブの皆様、ようこそ

金沢へ。今夜はともに楽しみましょう。 

・前島 伸一郎：本日はありがとうございます。 

・新 陽一郎：八日市南ロータリークラブの皆様、合同例会

ありがとうございます。 

・埴岡 正稔：八日市南ロータリークラブの皆様、ようこそ 

おいで下さいました。 

・西田 直樹：八日市南ロータリークラブの皆様、ようこそ 

お越しくださいました。 

本日合計 57,000 円 今年度累計 254,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 



懇 親 会 

     

司 会 親睦委員長 福永 哲夫 

開会挨拶会長 武藤 一彦 

乾 杯 白山石川 RC副会長 小柳 善裕                                        

中締め 八日市南 RC副会長 田中 敏彦                                       

手に手つないで 

散 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


