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・ 年度ガバナー・ノミニー候補の告知について2010 2011
ガバナー 高柳 功国際ロータリー第 地区2610
地区ガバナー指名委員会委員長 久保 順一崎山武夫氏をノミニーに

2010 2011 2610地区ガバナー指名委員会を開催し、慎重審議の結果、 ・ 年度国際ロータリー第
地区ガバナー・ノミニーとして氷見ロータリー・クラブ会員の崎山武夫君を全員一致で推薦することが決定いたし
ました。もし期日（ 月 日）までに特別な意義がないときには、地区ガバナー指名委員会の推薦どおりに崎山武夫7 3
君を地区ガバナー・ノミニーとして青言する旨を通達いたします。

崎山武夫君（ さきやまたけお 氷見 ）職 業 分 類 税理R C
年（昭和 年） 月 日 氷見市生まれ富山山県高岡市井口木江 － 富山大学経済学部卒業 民1937 12 3 24 513 8

間企業に 年間勤務したあと 年 月氷見市内で税理士事務所開業。 年高岡市に移転。 年事務関係の10 1969 4 1973 1989
人材派遣会社、㈱ティーピーエス高岡ビジネススタッフ（現在株式会社アップロード）を創業・代表取締役 同
年高岡ビジネス・スクール開設。現在同社監査役 年税理士 年中小企業診断士1969 1980
趣味： 旅行・海外旅行・山歩き－歴史
ロータリー歴： 年より氷見ロータリー・クラブ 年ポール・ハリ1984 1988
ス・フェロー 年米山功労者 年マルチプル・ポール・ハリス・1992 2004
フェロー 年 月～ 年 月氷見ロータリー・クラブ会長2004 7 2005 6

年 月～ 年 月富山第四分区ガバナー補佐2006 7 2007 6

村田祐一会員消息
２１日（日）に白峰の奥の西山へ高山植物を見に行ってきました。 前夜は雨

でしたが、ラッキーなことに現地に着くと天気予報が外れて晴れていました。
「 」僻村塾の高橋治氏の一言 白山の高山植物を白峰のあたりで観察できるといいね

を実現化したものです。許可を得て白山の高山植物の種を採取し栽培してより低
地の西山に慣れさせて植え直してお花畑にしました。 白峰からは車で 分10-15
くらい上り、駐車場からは整備された山道を 分くらいでしょう15

か？登るとそこはお花畑でした。
行かれる時は、登山靴までは必要
ないですがズックくらいは履いて
ください。また反対の山には樹齢

年の国の天然記念物に指定さ1300
れている「太田の栃の木」があり
ます。こちらはかな
り急でデコボコな砂
利道（悪路）を車で
約２０分くらい登る

。とすぐ横にあります

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku

碧い大気
青い海 蒼い大地 9Kanazawa Million Weekly Bulletin No. 0519 6.25 2009

．

年度例会予定 2008-2009
磯野洋明様（金沢北ＲＣ会長 「ロータリーの美」6/18 ）
休会（ 振替）6/25 6/27

（土） 慰労例会 於：松魚亭6/27 18:30

2008 2009～ >
岩倉舟伊智 村田祐一 多田利明 井口千夏(役員） 会長： ｲﾚｸﾄ副会長： 幹事： 会計監査：竹田敬一郎 SAA

（親睦友好：宮永満祐美 プログラム：木村幸生 ：井口千夏）（ 吉田光穂理事）クラブ管理運営委員長： SAA
職業：申東奎 社会：相良光貞 国際：斎木妙子 ニコ：東海林也令子）奉仕プロジェクト：炭谷亮一（

（会員増強：吉田昭生）会員組織委員会：魏賢任
ロータリー財団と年次寄付：木場紀子）国際ロータリー財団委員会：西村邦雄 （

（副：大平政樹 広報：北山吉明 ロータリー情報：永原源八郎 会報：石丸幹夫)広報委員会委員長：石丸幹夫
5F 920-0853 2-15-1 T076-234-1111 19 00例会場 ホテル日航金沢 〒 金沢市本町 例会日時 木曜日 ：

相川晶代事務室 ライブ ビル 〒 金沢市此花町1 2F 920-0852 3-2 T262-2211 F262-2241 (事務局)
E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp URL http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
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点 鐘
『 』SONG それでこそロータリー

四つのテスト
本日の出席が多く感激会長挨拶：

です。私の話も本日で終わりです。
来週からはノンビリします。有難う
ございました。 (卓ゲスト紹介
話者) 磯野洋明 金沢北 会長RC

森眞一郎様 （入会予定者）
東京小石川ＲＣ 髙月清司 様ビジターの紹介

土浦ＲＣ 鶴田一郎様 金沢西 平塚邦彦様RC
金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二様

《 食 事 》
多田利明幹事：来週の木幹事報告・委員会報告

曜日の例会はありません。 （土）夜 松魚亭6/27 6:30
です。

¥33,000- ¥831,491-ニコニコＢＯＸ 本年度累計
¥3,413,045-残高

※磯野洋明様より謝礼金をニコニコボックス頂き
ました。

一年間の会長任期の最終を百北ＲＣ会長 磯野会長

万石ＲＣで卓話をさせて頂き恐縮しています。反省

を込めてロータリーとは何かをお話したいと思いま

す。 磯野北クラブ会長、最終卓話岩倉会長

を宜しくお願いします。 磯野洋明石丸会員

様ようこそ。お話楽しみです。 磯井口会員

野様、ようこそ。本日はよろしくお願いします。

磯野様ようこそ！本日の卓話よろ木村幸生会員

しくお願い致します。 磯野様本日の卓話ロータリー木村陽子会員

魏の美、今年度の締めくくりの例会です。よろしくお願い致します。

皆さんこんばんは。来年度に入会して頂く森眞一郎さん、ようこ会員

そお越し下さいました。早

期のご入会を心よりお待ち

しております。皆さんどう

ぞよろしくお願い島ます。

磯野会長金 会員

本日はようこそ。皆様よう

こそ。今日もキンちゃんは

炭谷会員元気です。

イソノさん今夜の卓話た

のしみにしています。

。永原会員 磯野様本日はほうこそ百万石ロータリーにお越し下さいまし てありがとうございます

水野会員 吉田光穂会員磯野様の日本の美の卓話楽しみにいたしております。 磯野様ようこそお出で下さいました。

磯野様ようこそいらっしゃいました。 磯野様本日は卓話楽しみにしております。お昼のメーキャップでダブ谷 会員

ルでお目にかかり幸せです。北ＲＣでの卓話の折り、御世話になりありがとうございました。

金沢北 会長 磯野洋明 様講話の時間 日本の美 ～ 『ロータリーの美』 RC

プロフィール」 職業役職は㈱北日本ジオグラフィ 代表取締役会長「
金沢北ＲＣ 年会長 法政大学工学部土木工学科卒 ( ）2008~2009 1945 S18

生まれ ６５歳趣味は、ヨットレース、クラッシクカー、トレッキング12.8

私が金沢北クラブの会長を引き受けた時は創立 年ですが、ロータリーとは何かをしっかり35
ともう一度を問い直すべきであると思い、これを私の年度のテーマにしました。何回も例会に
おいて皆と話し会うことにしました。そしてロータリーは職業業奉仕が第一であるという結論
にいたりました。勿論、講師や印刷物で勉強いたしました。勿論、職業で利益を上げねばなり
ませんが、これが奉仕であり 「最も奉仕する人が最も報いられる」です。－－－－－－、

炭谷亮一会員：やはりロータリーはボランティアとして貧しい人達に目を向けたい。 石丸幹夫会員：ロータリー質疑応答
は信用と奉仕の人間のあつまり。 吉田昭生会員：執着をはなれてニコボックスです。浄財に迷いはなりません。

回 例会519
2009 6.18

5Fホテル日航
20/37 54.05%出席率

５月修正出席率 ％70.14

東京小石川ＲＣ
髙月清司 様
白鳥路ホテルへ泊ま

RCりましたら百万石

へ行くようにいわれ

ました。医師賠償保

険の仕事をしていま

す。 訴訟を少なくす

るにはどうしたらよ

、 。いか 考えています

鶴田一郎様土浦 RC
県外 ははじめてRC

です。イタリアローマ

で一回いきました。夜

の例会はいいですね。

RC金沢西
平塚邦彦様
名古屋からきまし

たが、ここは活気あ

るクラブですね。

森真一郎様
魏賢任さんにこの

クラブを紹介され

て来ました。父も

魏さんなら安心と

いっていました。

よろしくお願いい

。たします

お馴染みの
RC金沢香林坊

小幡謙二様


