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ＷＥＥＫＬＹ ＲＥＰＯＲＴ 
国際ロータリー第２６１０地区 

白山石川ロータリークラブ 

【2015年 7月 16日（木）№６５２号】 

今日の花：ストック 

花ことば・永遠の美 
 

 

◆会長挨拶 

 ７月15日（水） 幹事と２人、

八日市南さんに新任の挨拶に行

って来ました。たいへん心のこ

もったもてなしを受けました。 

 今年度は、20周年ということ

ですが、八日市南RCさんは、25

周年が大きな節目だと位置づけており、20周年は近くの３クラブと当ク

ラブ、市長さん、議長さんを迎え、ガバナーはどうしようかな・・・と

いう話でした。 

 20周年実行委員長さんは、テーマを「アナログへの回帰」として色々

と思考を、まだ模索中とのことでした。 

 

◆ 幹事報告（西川 隆司） 

◎7/10ガバナー事務局より、今秋の「第14回ロ

ータリー全国囲碁大会」のご案内が届きました。

◎7/10ガバナー事務局より、第１回社会奉仕委員会ご出席のお礼が届き

ました。◎7/13七尾ロータリークラブ会長 佐田味 良章氏、 創立60

周年記念大会大会長 濱 暉元氏より、七尾ロータリークラブ創立 60

周年記念大会招待状が届きました。 

◎7/10ガバナー事務局より、第１回社会奉仕委員会ご出席のお礼が届き

ました。◎7/23（木）例会はガバナー補佐訪問です。１８時までに例会

場にお集まり下さい。全員でお迎えしましょう。又、例会後にガバナー

補佐とのクラブ協議会を行いますので、クラブ要覧をご持参下さい。 

◆出席報告（米光利也） 

出席率 ７７．７８％ 

出席者 26名/37名 

出席補填 2名・出席免除 3名 

◆ロータリーソング「四つのテスト」斉唱、閉会点鐘。 

  

●納涼例会 「れんが亭」にて 

司会 親睦委員長 小路 昌弘  

 よろしくお願いします。今日は納涼例会とい

うことで金沢市民芸術村の「れんが亭」さんに

来ています。ここは元大和紡績の工場跡地です。

何はともあれ懇親を深めて盛り上がりたいと思

います。 

 

◆開会挨拶      会長 山本 篤 
 レディース＆ジェントルマン。

これは紳士、淑女の皆様・・・

という下りでスピーチが始まる

理由であります。紳士、淑女と

いう面で考えますと、公民館や

町内会でのスピーチには合わな

いと思いますが、私はロータリ

ークラブのスピーチには合うのではと思います。何故なら、世の中には

法人、個人は別として会社を起業している人はごまんといます。当然

我々もその中の一人であります。でも決定的に違うのは、ロータリアン

は職業を通して社会に奉仕しようという大きな奉仕の理想を持ってい

ますし、四つのテストを常に順視しようと思っているからです。これを

持って男性は紳士であり、女性会員夫人の方々は淑女であります。これ

は決してお高く止まるとか、偉ぶっているとかではなく、私たちは常に

紳士淑女として品位品格を高め、自分を磨くための努力も必要であり、

他人にやさしく、自分に厳しく誇りを持って行動すべきだと思います。 

 今日は紳士淑女の集まりであります。 

レディース＆ジェントルマン、納涼例会を楽しみましょう。 

◆乾杯    会長エレクト   山内 隆 

本日10月地区大会のPRのために竹田次期幹事と滑川クラブの例会へ参

加してきました。 

６名の会員で５名参加、出席率83％という例

会でした。こじんまりとしていて良い、とい

うことも言えますがさみしいものがあり、や

はり大勢の会員での例会や活動が楽しいの

ではないかとあらためて感じました。 

本日は楽しく過ごしましょう。 乾杯！ 

 

フレンチ会食・歓談の合間に全員でジャンケンゲームをや

りました。100円玉を持って、奪ったり奪われたり。勝ち

進んだり、負け進んだり、いろいろありました。皆さんア

ルコールも入って真剣にジャンケンをしていました。最後

は、山本会長に勝った人にだけ商品が当たりました。西川

幹事が手品を披露しました。どうにか成功しました。皆さ

ん、子どもに返った様に、盛り上がりました。 

◆締めの挨拶   パスト会長  安田 晶一 
 小路委員長を初め、親睦委員の方々有り難うございました。楽しかっ

たです。これにて一応中締めとさせて頂きます。 

◆手に手つないで 
手と手が繋がり、心も繋がりました。 
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◆ニコニコボックス  司会  織部 資子 委員長 
 各会員が発表しました。 

氏  名 メッセージ 

山本  篤 会長 今日はご夫人を交えての納涼例会で

す。大いに楽しんで下さい。 

西川 隆司 幹事 台風接近にもかかわらず雨も降らず

に良い天気で、親睦委員長の小路さ

ん、ありがとうございます。今日は大

いに楽しみましょう。 

今井 欣也･満子夫

人 

二人合わせて１５０歳、私は老女、彼

はジェントルマン。（夫人著） 

木村 博美 かみさんと久しぶりに会話していま

す。ありがとう。 

福田  裕 出城の商工会で池元さんの兄さんと

お会いしました。昔の話を覚えていた

ので、びっくり。今後共よろしく、池

元さん。 

加藤  功 家族そろって楽しみましょう！ 

加藤  功 大ジャンケン大会の勝利です。 

米光 利也 小遣い少ないのに取らないでくださ

い。 

ニアピンで 1,000円貰いました。 

斉藤 信也 皆で楽しみましょう。 

中川 昭栄 

竹田 佳一 

親睦委員の皆様、ご苦労様です。今日

は楽しみます。 

多田  茂 今月 7回の点鐘を聞きました。高岡の

ガバナー公式訪問の同行でした。80人

の例会は爽快でした。 

小柳 善裕・裕美乃

夫人 

今日は夫婦で久し振りの外食を楽し

みにして来ました。沢山食べて、明日

からまた頑張ります。 

武藤 一彦 こんばんは。本日は、3 回目の例会で

す。納涼例会「れんが亭」楽しくやり

たいと思います。楽しみながら記録し

ますので、ご協力お願いいたします。 

追伸：連休は長野でゴルフです。「台

風よ、反れよ！」白山様、お願いいた

します。 

永瀬 喜子 奥様方の爽やかな笑顔が素敵です！ 

昨年の獅子吼での納涼例会を想い出

します。あの時も台風を心配しました

よね。 

山内  隆 久し振りに夫婦で参加したような気

がします。本当の納涼例会となりまし

た。 

安田 晶一 本日は納涼例会で、金沢のれんが亭で

イタリアン料理を頂き感激です。小路

親睦委員長、御苦労様です。 

橋本 恵子 芸術村の奥の方にあります、パフォー

ミングスクエアにて県立音楽堂と交

替で年二回「きものショー」を開催し

ています。なじみの場所です。でも、

なかなかゆっくり食事できなくて、今

日は嬉しいです。 

塩野 正幸 大好きな高校野球石川大会が始まり

ました。高校球児に元気をもらってい

ます。又、日焼けし真っ黒になりそう

です。 

野澤 誠治 小路委員長、良い場所を選んでいただ

きありがとうございます。帰りは妻と

散歩して行きます。 

池元 ことみ 皆さん、こんばんワー。今日も楽しく

飲みました。今年度ＳＡＡの大役です

が、慣れない司会ですみません。あり

がとうございましたー。 

佃  正人 今日もありがとうございます。 

小路 昌弘 今週は紳士・淑女の納涼例会となりま

した 

今期、夫人・家族の皆様も参加しやす

い活動を実施したく存じますので、ご

家族揃ってのご参加をお願いします。 

半谷 静雄 美味しいイタリア料理店の納涼例会、

ありがとうございました。小路委員長

に敬意を表させて頂きます。又、8 月

20 日頃に発売予定のルビーロマンの

ブドウモチを今から楽しみにしてお

ります。金城割引でよろしくお願いし

ます！ 

織部 資子 初めての納涼例会、台風が来ています

が涼しくなって良かったです。素敵な

レストランでレディース＆ジェント

ルマンの皆様と楽しい会話とワイン

良いですね。ありがとうございます。 

浅野 昭利 今日は都合で欠席です。すみません。  

皆様、納涼例会、を大いに楽しんで下

さい。 

 

本日合計 39,000円  今年度累計 89,300円 

 

編集後記：「取材は楽しいです。特にカメラを向けられたとき

の表情が好きです。いつもしない顔をして収まっています。 

次のページに記念写真を載せました。いつもこんな顔をして

いたら、コミュニケーションも楽しいでしょうね。」 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

           

  

 

記念写真コーナー 



                                                            

 

 

 

   佃 正人君の急逝を悼む 

43歳という若さで君は逝ってしまった、この暑い夏の日に 

たくさんの遣り残した仕事や楽しみを置いて、余りにも早く 

どんな理由があったのか、家族や友人を残して、何の前触れもなく 

急な別れに、皆のこころは、悔しさと、悲しさと、とまどいに満ちている 

しかし、人はどんな理不尽な死も受け入れざるを得ない 

そして、君の歩んできた道、これから歩もうとしていた道に寄り添いたい 

 

佃 正人（つくだ まさと）君  

1972年 1月 1日生まれ（43歳） 

2009年 1月 入会 

今年度：米山奨学会委員会委員長 

    クラブ会報委員会委員 

佃 正人君の急逝を悼む 
 


