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金沢みなとロータリークラブ

会 長 藤井 佳代子

幹 事 青江 栄治

クラブ会報・広報・雑誌委員長 川端 良次

副委員長 佐藤 大助

クラブ目標 『誇れるロータリアン』

第1204回例会 ４月 １６日 例会

★ソング…『それでこそロータリー』

★会長挨拶

★ビジター（敬称略）

ガバナー補佐 永瀬 喜子

金沢西ＲＣ 辻󠄀 卓

澤田 幸壮

★新会員紹介 櫻谷 圭介会員

★出席率 69.57 ％

★ニコニコボックス（敬称略）

石川第１分区Bガバナー補佐 永瀬喜子様（白山石川

RC）・・・・また来ちゃいました。４回まわるのがお役

目です。桜満開の後、貴クラブの華やかさにまた圧

倒されそうです♪よろしくお願いいたします！

藤井会員・・・・DELIGHT LLC.代表取締役塩谷ちさと様

ようこそ本日の卓話よろしくお願い致します。

青江会員・・・・塩谷様本日の卓話宜しくお願いします。

櫻谷さん本日より私達の仲間として宜しくお願い致

します。

堀会員・・・・デライト社長塩谷ちさと様本日の卓話

よろしくお願いします。

田町会員・・・・塩谷ちさと様本日の卓話よろしくお願い

致します。

西野会員・・・・先日のロータリーコンペで初優勝しまし

た。今年はいいぞ！！

南会員・・・・塩谷様、本日の卓話楽しみにして居ります。

安藤会員・・・・先週は観桜会に御越し頂き有難うござ

います。お楽しみ頂けたら幸いです。塩谷様今日の

卓話楽しみに聞かせて頂きます。

高会員・・・・先日の観桜会 多数ご参加いただきあり

がとうございます。お蔭様で楽しい会でした。皆様の

ご協力に感謝します。

中川会員・・・・塩谷さん本日の卓話宜しくお願いします。

先日のゴルフお疲れ様でした。楽しかったです。

山本会員・・・・先週は観桜例会楽しかったです。安藤様

ありがとうございました。フラダンスもステキでした。

目のやり場に困りましたが・・・・。

田中会員・・・・デライト LLC 塩谷ちさと社長 本日の

卓話楽しみにしております。

サッカー中野会員・・・・ウォーキング同好会の中野です。

６月１日に１０kmの城下町コースを歩く企画を、先日

お知らせしました。現在申し込みが私しかありません。

皆さん参加よろしくお願いします！！

佐藤会員・・・・先日の観桜夜間例会ありがとうございま

した。塩谷ちさと様、本日の卓話宜しくお願い致しま

す。

バスケット中野会員・・・・塩谷社長 本日の卓話宜しく

お願い致します。

相川会員・・・・先日のゴルフとても天気もよく最高でした。

増江さん、ありがとうございました。塩谷様本日の卓

話宜しくお願い致します。

増江会員・・・・塩谷ちさと様本日の卓話楽しみにしてお

ります。どうぞよろしくお願い致します。

相良会員・・・・先日の観桜会、お疲れさまでした。かな

やさん、ありがとうございました。塩谷様、本日の卓話

楽しみにしております。

松井会員・・・・塩谷様本日の卓話お願い致します。

先日の観桜例会ありがとうございました。

本日の合計 32,000円

今年度累計額 915,000円

★卓話 『私のモチベーションの根源』

DELIGHT.LLC 代表取締役社長 塩谷 ちさと 氏

永瀬ガバナー補佐



『 卓 話 』

★５月１４日の卓話 久保 有規依 氏

★５月２１日の卓話

『不可能を可能にするitu’流 成功法則』

Maison itu 株式会社 代表取締役／アーティスト

itu’ 伊藤 喜之 氏

★５月２８日の卓話 四藤 美佐 会員

★６月 ４日の卓話 『令和を慶ぶ』

村山 和臣 会員

★６月１１日の卓話 吉田 晃秀 会員

『 お知らせ 』

≪次年度クラブ協議会≫

とき ４月２３日（火） １３：４０～

場所 ANAクラウンプラザホテル金沢２階 セラヴィ

≪定例理事会≫

とき ５月１４日（火） １３：４０～

場所 ANAクラウンプラザホテル金沢

≪白山比咩神社参拝例会≫

とき ６月 ４日（火）

集合時間 １１：５０

１２：００～ 参 拝

参拝後 和田屋さんに移動

１２：４０～１４：００

例 会 卓 話 食 事

１４：００ 終了予定

≪２０１８-１９年度最終夜間例会≫

とき ６月１８日（火）１８：３０～２０：３０

場所 ANAクラウンプラザホテル金沢１９階

アストラル

会費 ５，０００円 （集金）

第９１回金沢みなとロータリークラブゴルフコンペ

４月１３日 ツインフィールズ

順位 OUT IN GROSS HDCP NET

優勝 西野 ４８ ４６ ９４ 20.4 73.6

準優勝 相川 ４９ ４５ ９４ 20.4 73.6

3位 南 ５２ ５１ １０３ 27.6 75.4

4位 藤井 ５８ ５１ １０９ 32.4  76.6

5位 吉田 ５８ ６４ １２２ 44.4 77.6

新会員紹介

櫻谷 圭介 ・ 佳奈子

（さくらや けいすけ）

昭和41年10月22日生

職業分類 電気通信業

平成３１年４月入会（2019）

結婚記念日 5月 27日

趣 味 登山 旅行

事業所 KDDI㈱ 北陸総支社

管理部長

金沢市本町1-5-2 リファーレ11階 〒920-0811

TEＬ 076-261-4077 FAX 076-233-2077

金沢東 （月）／ANAﾎﾘﾃﾞｨｲﾝ金沢ｽｶｲ
金沢南 （火）／ホテル日航金沢
金沢北 （木）／松魚亭
金沢西 （金）／金沢東急ホテル

12：30～
12：30～
12：30～
12：30～

金沢香林坊 （月）／金沢東急ホテル
金 沢 （水）／金沢ニューグランドホテル
金沢百万石 （木）／ホテル日航金沢

18：30～
12：30～
19：00～
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