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◆前年度と新年度 会長 y・幹事のバッジ交換 

 

◆お客様の紹介 

2015～2016受入交換留学生 ダニエル・マティウス様 

◆会長挨拶  

昨年度山本会長・西川幹事 

役員理事の皆様ありがとう 

ございました。又結びの会 

では親睦委員会の皆様お世 

話になりました。本日は受 

入交換留学生ダニエルの、 

最後の例会出席になります。後で最後の言葉があります。 

先日は、松任高校と白山市長へ各会員と共に帰国の挨拶に

行ってまいりました。校長先生や山田市長からもあたたか

い激励を受けていました。市長からは、白山市とカナダの

「友好親善大使」になってほしいと直接依頼があり、パン

フレットやバッジなども受け取りました。帰国してからも

活躍してほしいと思います。7月 9 日(土)10：05分出発で

すので、可能な方は 9 時ごろには小松空港へ宜しくお願い

いたします。ところで、昨年山本年度では創立 15周年記念

例会・事業について組織作り、基本内容の確定などをして

もらいました。今年は実行する年になります。中川実行委

員長・山本幹事もお話していただく予定です。来週は八日

市南クラブの会長・幹事、南砺クラブからは地区大会に関

してお見えになる予定です。あたたかくお迎えていただき

たいと思います。本日はあわただしい第 1 回例会となりま

す会員の皆様本年度１年間宜しくお願いいたします。 

◆交換留学生へお小遣い 目録 クラブバーナ贈呈 

 

 

◆伝達式 地区からの委嘱状 

 

多田 茂  （会員増強委員会委員） 

永瀬 喜子（国際青少年交換委員会委員） 

◆「ロータリーの友」紹介（浅野 昭利君） 

今年度広報委員会の浅野です。

宜しくお願いします。今日は七

夕の 7 月 7 日で皆様お願い事な

どされたと思います。色々な意

味で今年 1 年良い年になるよう

願い事をされたと思います。そこでロータリーの友P14 

に社会においつこうと書かれてあります。社会が変って行

く事は大変大切なことだと思いクラブのあり方も変つてい

ってる事も書いてありますので是非、皆さん読で下さい。 

◆幹事報告（小路 昌弘君） 

◎7/1 ガバナー事務局より、米山 

 奨学生研修会のご案内が2016 

 8月 6日(土)～8月 7日(日) 

静岡県伊豆方面でのご案内が 

届いています。 

◎7/4 地区からベルギー短期交換留学生受入オリエンテー

ション案内が届いています。 

◎7/4 地区大会事務局からパンフレット訂正のお知らせ。 

◎7/4 ガバナー事務局・新ロータリー年度へようこそ届く。 

◎7/5 ガバナー事務局・バギオだより第55号が届いてます。 

◆委員会報告 

米光 利也会員：先日、2016－2017 地区国際青少年交換委

員会に出席してきました。報告します。交換留学生の役割

は夢と希望を与え人間形成の大切の大きな役割をはたして

います今年度の交換留学生の受入れは７/１～8/31まで。短

期ベルギー交換留学生の受入れは8/14～8/21の一週間です。 

中西 良彦会員：埴岡君から 7月の月例報告が届いています。 
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先程、山内会長からもお話がありましたが、今週の土曜日

にダニエルが帰国します。小松空港 10：05発の飛行機です

ので 9 時に小松空港に集合して下さい。お見送りしたいの

でよろしくお願い致します。 

◆プログラム クラブフォーラム 

山内 隆会長 

本年度の活動方針 

「考えてみよう、より良いロータリークラブの姿を」 

     元気なクラブとするために 

 

国際ロータリー第 2610地区ガバナー 岡部一輝氏は地区 

方針として「語り合おうロータリー」を掲げられています。 

奉仕の心を高めながら、「4つのテスト」に照らして自分た

ちの事業および専門職務の道徳的水準を高め、ロータリー

を十分に「語り合う年」にしたいということです。 

本年度は「クラブ創立 15周年記念事業」が開催されます。 

それぞれの会員の前向きで素直な姿勢での議論が、今後の

クラブの発展と進歩につながります。より良いクラブ、元

気なクラブとなるために各場面で語り、議論することが大

切です。経歴や年齢、男女関係なくみんなで前向きに考え

話し合う。これができることが「元気なクラブ」への第 1

歩になります。お互いの考えをしつかりと受け止め、より

良いクラブとなるが、協力のほど宜しくお願いいたします。 

具体的には・・・ 

A、事業について ※ 活動予定：今年は「山の日」も木曜

日に重なっており、これが最大回数となりますが主なもの

を紹介します。※ 親睦のための事業が、例年通りに組み

込まれていまう。西川理事・小柳委員長よろしくお願いし

ます。※ 8月 18日：オープン例会：クラブに入ってほし

い方、見て欲しい方などにまずはクラブを知ってもらおう

という例会になります。後ほど会員拡大委員長 多田会員

からお話があるかと思います。１回目の結果によって2回

目は再検討します。是非、協力をお願いいたします。 

※ 11月 12日：創立 15周年記念例会を開催します。 

中川実行委員会委員長よろしくお願いいたします。 

※2月 4日：社会奉仕事業「世界に通用する青少年を育て

る」の最終年度となります。地区の補助金を受ける予定を

しています。西田理事・織部委員長よろしくお願いします。 

※なを、社会奉仕委員会の関係については、地区での委員

会の内容も関係しますので、再度協議検討を行います。 

※前半は交換留学生の予定はありません。後半については

未定です。派遣留学生は常時受け付けていますので、会員

の子弟、地域の学生などの情報をお寄せください。先日あ

らためて松任高校へも働きかけはさせていただきました。 

B.本日小委員長へお渡しした資料について運営方針など

が分かる資料をという声がありました。これは 3ヶ月ほど

前に理事会でお渡しした資料になります。来週の例会で各

小委員長から活動方針を発表していただきますが、その際

の参考にしていただければと思います。 

C. IMについて：経過報告 3月 26日を予定 第 1分区

13クラブがこぞって参加する方法、手段を探っています。

「語り合う」を実現するために魅力あるテ－マなどを考え

ようとしており、今後も会議を行うこととなると思います。 

テ－マごとに参加者を募るというスタイルの方向で検討

されています。D.ガバナー補佐 吉井 清氏 来訪予定：7 

月 28日例会後は別室にてガバナー補佐同席のもとクラブ 

協議会を開催いたします。全員の参加となります。 

第 2610 地区ガバナー岡部一輝氏 来訪予定：8/25、賛同

をいただき、理事の皆様、会員の皆様、1 年間ご協力をよ

ろしくお願い申し上げます。 

◆多田 茂：会員増強委員長 

クラブ要覧にも書いてありますが 

会員増強はなぜ必要か。会長の活

動方針にも書かれている語り合い

が大切と言っています。今年度ロ-タリーの原点とは何にか

を語り合いたいと思っています。そして 8/18にオ－プン例

会が開催します。その目的はクラブに入って欲しい方クラ

ブを知ってもらいたい方に例会にお連れして会員増強に繋

がればと思います。 

◆西田 良治：奉仕プロジェクト委員長 

社会奉仕の世界に通用する青少年

を育てる事業が 3 年目となります

今年は最後の年なので一生懸命に

取り組で行くますのでご協力をお

願いいたします。 

◆橋本 恵子：財団活動・米山奨学会委員長 

2610地区米山奨学会委員長の小柳

会員のご協力も仰ぎながら勉学を

通じて日本を知り良い経験を通じ

て日本との架け橋になって支援活

動を行いたいと思います。 

◆塩野 正幸：クラブ広報委員長 

クラブ内への情報提供を図る、昨年

度作成したホームページヲ引き継ぐ

形で今年度も取り組でいきます。地

域の人達へのロータリー活動に対し

ての認知と理解の推進を行う 

◆西川 隆司：管理運営委員長 

山内年度のスローガン「考えてみよ

う、より良いロータリークラブの姿

を」年頭において運営して行きたい

と思います。とにかく例会が楽しく

なるように出席率が向上されるよう

そのことを考えて行きたいと思います。それとプログラム

の充実えを図って行きますのでよろしお願いいたします。 

◆中川 昭栄：創立 15周年実行委員長 

山内年度は 15 周年の行事がありま

す。そして私が 15周年の実行委員長

としてご指名されました。皆様にご

協力をお願いします。 

そこで、創立 15 周年記念例会を



11/12に開催します 

また、地区ロータリーの標語の中に「もっとも奉仕する 

ものは報われる」の言葉を前提にし創立 15周年の合言葉に

して行きたいと思います。その中に奉仕の理念を世界に通

用する青少年を育てる。この２っをキャチフレーズにして

行きたいと思います。 

◆山本 篤：創立 15周年実行委員会・幹事 

この度、15周年実行委員会の幹事に

指名されましたので宜しくお願いし

ます。さて、この実行委員会は 3回

行っています。今回の 15周年記念式

典ではなく記念例会との位置ずけで

行います。今現在は実行委員会の組織図・役割分担までの

資料はできていますので、今後ともご協力をお願いします。 

◆ダニエルの帰国 挨拶 

素晴らしいお土産ありがとうご

ざいました。今日は最後の例会

です。あさつて私はカナダに帰

ります。この 1 年間は大変楽し

かったです。ロータリーの皆様

とても優しくしていただきありがとうございました。 

そして、松任高校の先生ありがとうございました。 

◆ 結婚記念祝 

  ◎五十嵐 隆介会員 

 

◆ 誕生日祝 

 

 

 

 

 

 

     ◎加藤 功会員      ◎小路 昌弘会員 

◆出席報告 (中島 育子 出席委員長) 

 ● 出席率：99.96 ％ 

   出席者：31名 / 33名 

 ● 出席補填：1名 

 ● 出席免除者：3名 

◆ニコニコボックスの発表 (池元 ことみ委員長) 

氏  名 メッセージ 

山内隆会長 今日は第 1 回例会です。理事・役員の皆様一

年間宜しくお願い致しす。 

小路昌弘 本日,七夕の日に山内丸が船出致しました。幹

事として一年間精一杯頑張りたいと思いま

す。どうぞ宜しくお願いします。誕生日祝あ

りがとうございます。 

今井欣也 山内丸いよいよスタートですね。頑張って下

さい。 

福田 裕 今年も一年健康でありますように！七夕にち

なんで。 

浅野昭利 山内年度、良き「年」になりますように。 

米光利也 山内会長、小路幹事、今日から山内年度が始

まります。初心を忘れず一年間頑張って下さ

い。ダニエル君、一年間留学生として頑張り

ました。カナダへ帰っても白山石川ロータリ

ークラブ忘れないで!! 

山本 篤 山内会長、小路幹事、いよいよスタートです。

頑張って下さい。応援します。 

加藤功 

永瀬喜子 

山内会長、小路幹事、新しい年度が始まりま

した。どうぞ、導きよろしくお願い致します！ 

7 月 7 日七夕！ダニエル、一年間頑張りまし

たね。またきっと会いに来てね！ 竹ちゃん、

出所おめでとう！ 

 

安田晶一 山内会長、小路幹事、色々お世話になります。

一年間頑張りましょう。 

本日、早退します。 

多田 茂 一年間宜しくお願い致します。会長エレクト

にご指導お願いします。 

野澤誠治 本年度SAAです。宜しくお願い致します。 

竹田佳一 会員の皆様、やっと出てこれました。これか

らもちょくちょく休みますが、よろしくお願

い致します。 

西川隆司 いよいよ 2016－17 年度スタートです。山内

会長、小路幹事。頑張って下さい。 

塩野正幸 今日は七夕です。願いを込めて、山内会長、

小路幹事、一年間頑張って下さい。 

橋本恵子 山内会長、小路幹事、宜しくお願い致します。

ダニエル君お元気で！ 

先月から足の靭帯を切ってモタモタしていま

す。皆様には親切にしていただいてありがと

うございます。 

池元ことみ 山内会長、小路幹事、一年間頑張って下さい。

竹田さん、お久し振りにお顔を見れて嬉しい

です。ダニエル君、あっという間の一年だっ

たと思います。今後の活躍を楽しみにしてい

ます! 

五年振りのニコニコ BOX 委員長です。皆様宜

しくお願い致します。 

加藤 功 68回目の誕生日です。そろそろ先が見えて来

ました。 

五十嵐隆介 山内会長、西川副会長、小路幹事、一年間頑

張って下さい。 

結婚記念日祝、ありがとうございます！ 

 

本日合計 27.500円  今年度累計 27.500円 


