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◆会長挨拶 

 八日市南クラブの皆様には5
月に開催された創立20周年

事業・記念祝賀会では大変お

世話になりました。 
 あらためて創立20周年のお

祝いをさせていただきます。 
 7 月 20 日にはお伺いする予

定ですのでよろしくお願い

いたします。また、南砺クラブの皆様には地区協議会に

おいても大変お世話になりました。改めて御礼を申し上

げます。ところで、会員の皆様に残念なお知らせをしな

くてはなりません。14 年間在籍された高橋昇二会員が

6/30付で退会をされ、理事会でも承認されました。「一身

上の理由」とのことです。これかれも家業に励みたいと

いう事、永い間の御礼と会員の皆様への感謝を伝えてほ

しいとの事でしたのでご報告をいたします。本年度は33
名のスタートになります。7/9(土)には受入交換留学生の

ダニエル君が小松空港より羽田経由で帰国いたしました。

受入家族や会員など 20名程度の会員家族、松任高校の木

越校長も見送りをいたしました。東京オリンピックでは

水泳のカナダ代表としてくると話しておりました。100m
平泳ぎでダニエルは現在 1 分 3 秒、世界記録とは 5 秒差

になります。楽しみです。笑顔ばかりの気持ちの良い見

送りであったことを報告いたします。さて、友好クラブ

でございます。八日市南クラブと白山石川クラブとは

2006年 11月 12日に調印して以来、本年は丸 10年の節

目の年とう事になります。以来、合同例会を隔年で開催

したりゴルフコンペで友好と腕を競ったりと有意義で楽

しい機会を頂戴いたしております。今後ともよろしくお

願いいたします。より一層の友好の進展を期待いたしま

して本日の例会を開催したいと思います 

◆お客様の紹介 

地区大会実行委員長 荒井 進 様(南砺ロータリークラブ） 
地区大会幹事    片山浩一様(南砺ロータリークラブ）  
八日市南ロータリークラブ会長 野神 多美男 様 
八日市南ロータリークラブ幹事 奥村 淳一朗 様 
2016学年度米山奨学生     恰格徳尓愛蓉 様 
 

◆地区大会PR登録のご挨拶 

地区大会実行委員長  

荒井 進 様 

地区大会幹事 

  片山 浩一 様 

◆八日市南ロータリークラブ 新年度ご挨拶 

八日市南ロータリークラブ会長 
野神 多美男 様 

八日市南ロータリークラブ幹事 
奥村 淳一朗 様 

◆伝達式 地区からの委嘱状 

小柳 善裕 君 

◆米山奨学生へ奨学金贈呈  

米山奨学生からご挨拶 

2016学年度米山奨学生    
恰格徳尓愛蓉 様 

◆幹事報告（小路 昌弘君） 

 7/8：ガバナー事務局より、クラブ米山記念奨学会委員長

研修会のご案内が届く。 
 7/8：ガバナー事務局より、ガバナーエレクト事務局開設

のご案内が届く。 
 7/12：ガバナー事務局より、ロータリー財団 100周年記

念誌のご案内が届く。 
 7/12：公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より、 ハ

イライトよねやま 196が届く。 
 7/14：ガバナー事務局より、地区ホームページヘのクラ

ブ例会卓話情報の掲載についてのご案内が届く。 
◆委員会報告 
小柳親睦委員長より納涼例会の参加について。 

 

◆本年度予算提示 今年度会計（永瀬 喜子） 

今年度の会計予算を永瀬喜子君か

ら説明があり会員数の変更で34名

から33名でスタートになりました

今回は34名での予算の説明になり

ました。 



◆プログラム クラブフォーラム 

◆山本 篤：会員選考・増強・退会防止 

今年度は8/18にオープン例会を開催します。ロ

ータリーに興味がある方を誘って例会に参加し

てもらい、今後の会員増強に繋げたいと思いま

す 

◆五十嵐 隆介：職業奉仕 

今年度は地区の方から要望と計画がありますの

で、来週に委員会がありますのでその後に報告

をさせていただきます。 

◆織部 資子：社会奉仕 

今年度、社会奉仕委員会は「世界にはばたけ 

青少年」を集大成なので一年間宜しくお願いし

ます。 

◆中西 良彦：青少年・国際奉仕 

今年度は前期には交換留学生はいませんが、 

後期はまだわかりません。また、来た時には 

ホストファミリーのご協力をお願いします。 

 

◆茶谷 捷治：米山奨学 

米山奨学金は今までと変わらぬご支援を、宜

しくお願いします。 

 

◆浅野 昭利：広報・雑誌 

私の方は、広報が担当なので良い情報があれ 

ば新聞・広報に載せたいと思いますので宜し

くお願い致します。 

 

◆安田 晶一：クラブ会報 

今年度、クラブ会報を担当します安田です。 

昨年のホームページの継続と今年の会報は卓

話者の話をUSBに録音しますので聞きたい方

は事務局にあります。また、ロータリーの情

報をのせ充実したクラブ会報にしたいと思い

ます。 

◆池元 ことみ：ニコニコBOX 

ニコニコBOXは今年も一年間ニコニコと元気に

発表したいと思います。元気になるニコニコ 

BOXをたくさん入れて頂きたいと思います。 

◆武藤 一彦：プログラム 

今年度は楽しい卓話者を探して例会の充実を 

図りたいと思います。また、皆様の人脈を通

じて卓話者を紹介下さい。 

 

◆小柳 善裕：親睦 

今年一年親睦を担当する小柳です。楽しい親睦 

を目指したいと思います。一年宜しくお願いし

ます。 

 

◆野澤 誠治：SAA 

本年度、会長・幹事と共にSAAとして一年間頑

張ります。目標は一度も例会を欠かさずSAAが

出る。健康にも注意しお役に立って楽しい例会

にしたいと思います。 

◆出席報告 (茶谷 捷治 副委員長) 

 ● 出席率：70.00 ％ 

   出席者：21名 / 33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 

南砺RC 
会長 荒井 進様 
幹事片山浩一様 

地区大会PRの機会を頂き誠にありがとうござ

いました。 

八日市南RC 
会長野神多美男様 
幹事奥村淳一朗様 

本日はよろしくお願いします。 

山内 隆 会長 八日市南ロータリークラブ野神様・奥村様、南砺ロ

ータリークラブ荒井様・片山様、本日はありがとう

ございます。一年間宜しくお願いします。 
小路昌弘 幹事 地区大会実行委員長 荒井様・幹事 片山様 地区大

会PRありがとうございます。八日市南ロータリー

クラブ野神会長・奥村幹事、遠い所お越し頂きあり

がとうございます。一年間宜しくお願いします。 
浅野 昭利 地区大会実行委員長 荒井様、地区大会幹事 片山様

八日市南ロータリークラブ会長 野神様 八日市南

ロータリークラブ幹事 奥村様 ようこそ。 

永瀬 喜子 荒井様・片山様・野神様・奥村様、皆様遠方よりよ

うこそお越し下さいました。ずっと温かい繋がりを

宜しくお願い致します。アイルンちゃん可愛い。 

米光 利也 野神会長・奥村幹事、遠い所ようこそ。今年度も宜

しくお願い致します。 
安田 晶一 八日市南ロータリークラブ野神会長・奥村幹事、遠

方よりありがとうございます。一年間宜しくお願い

します。 

武藤 一彦 南砺RC 荒井様・片山様、八日市南RC野神様・奥

村様、遠方よりお越し頂きましてありがとうござい

ます。ロータリーを楽しくする為の長年のノウハウ

など学び合う機会があると良いのではと思います。 
西川 隆司 地区大会実行委員長 荒井様、地区大会幹事 片山様

ようこそおいで下さいました。又、八日市南RC会

長 野神様 幹事 奥村様、遠い所ようこそ。米山記

念奨学生チャガダール・アイルン様 ようこそ。 
五十嵐 隆介 地区大会実行委員長 荒井様、幹事 片山様ご苦労様

です。八日市南RC会長 野神様、幹事 奥村様、よ

うこそ。一年間頑張って下さい。 
池元 ことみ 地区大会実行委員長 荒井様、幹事 片山様、八日市

南RC会長 野神様、幹事 奥村様、遠い所ようこそ。

本年度も宜しくお願い致します。アイルンちゃん、 
可愛い歌声ありがとう。 

山本 篤 会員増強は先ずは 8/18 のオープン例会を成功させ

ましょう。宜しくお願い致します。 

小柳 善裕 親睦委員会、楽しい企画を致しますので一年間宜し

くお願いします。併せて地区RC 米山記念奨学委員

会事業も宜しくお願いします。 

本日合計 19.000 円  今年度累計 46.500 円 


