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◆会長挨拶 

 先程、例会前に吉井ガバナー補

佐と、小路幹事・多田エレク

ト・川下副幹事がお話をさせ

ていただく機会がありました。

クラブの現状や要覧、本年度

の活動予定などの説明、会員

増強や IM の事、規定審議会などについて率直に意見交

換をさせていただきました。後ほど吉井ガバナー補佐に

は卓話を頂戴いたします。また、例会後は別室にて吉井

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。6～7年前でしょうか、吉井ガバ

ナー補佐には卓話者としておいでいただき、「インドにつ

いて」お話しいただきました。その節はありがとうござ

います。ところで日本ではポケモンGO の配信、世界文

化遺産の登録、大きな事件など、世界ではテロやイギリ

スのEU 離脱など大きなことが立て続けに起きています。

それと関わらずあらためてロータリークラブについて語

り合う良い機会だと思います。本日は大勢のお客様にお

いでいただいております。よろしくお願いいたします。 

◆お客様の紹介 

 石川第一分区B ガバナー補佐    吉井   清  様 
 白山ロータリークラブ会長      西   康雄 様 
 白山ロータリークラブ幹事      西川 發子 様 
 野々市ロータリークラブ会長    舟元 英一 様 
 野々市ロータリークラブ幹事    織部 秀一 様 
 石川県立松任高等学校 進路指導課  斎田 孝志 様 

◆白山ロータリークラブ 新年度ご挨拶 

白山ロータリークラブ会長       
西   康雄 様 

白山ロータリークラブ幹事      
  西川 發子 様 

◆野々市ロータリークラブ 新年度ご挨拶 

 野々市ロータリークラブ会長 

   舟元 英一 様 

野々市ロータリークラブ幹事 

織部 秀一 様 

◆石川県立松任高等学校  ご挨拶 

  
進路指導課 齋田 孝志 様 

 

◆表彰の伝達 
第 23回米山功労者メジャードナー感謝状 

    福田 裕 君  

◆幹事報告（小路 昌弘 幹事） 
◎ 7/22ガバナー事務局より、10/22指導者育成セミナーの

ご案内が届く。 
◎ 7/22ガバナー事務局より、富来RC 様 通常例会時間 
 の変更のご連絡が届く。 
◎ 7/25ガバナー事務局より、2016年 8月のレートのお知

らせが届く。１ドル＝102円 
◎ 7/25国際ロータリー第 2610地区 国際青少年交換委員

会副委員長 北川雅一朗 ベルギー来日学生アプリケー

ション並びにオリエンテーション資料が届く。 
◎ 7/26 国際ロータリー第2610地区 国際青少年交換委員

会副委員長 北川雅一朗 ベルギー来日学生さよならパー

ティーのご案内が届く。 
◎ 7/26ガバナー事務局より、ガバナー公式訪問のご案内が

届く。  

◆出席報告 (中島 育子 委員長) 

 ● 出席率：78.12％ 

  ● 出席者：24名 / 33名 

 ● 出席補填：1名 

 ● 出席免除者：0名 

● メーキャップ：4名 

 クラブ職業奉仕委員長会議 五十嵐 隆介 

 ベルギー留学生行受入オリエンテーション 野澤 誠治 

  白山ロータリークラブ 永瀬 喜子 

 白山ロータリークラブ 織部 資子 



◆プログラム 卓話 

石川第一分区Bガバナー補佐 吉井 清 様 

演題「話尽山雲海月情」 

 
先程は先輩のガバナー補佐にプレゼンターをさせていただ

き光栄でございます。 
６～７年前に「インドに

ついて」ということで卓

話をさせていただきまし

た。1971 年から 3 年ほ

どインドにいましたが、

デリーを中心とした地域

で、コールカタ（カルカ

ッタ）にもいました。ここは東インドの中心地ですが、こ

の駅のホームにはポリオで下肢を患った人たちが困って結

局駅に来て、喜捨を受けて生きるしかなかった人が大勢い

ました。ポリオ撲滅については３０数年前に東京麹町クラ

ブの方々が発案しました。インドでは経済発展を遂げ、大

きな変化を遂げたこともありますが、物乞いをする方たち

がずっと少なくなり、ロータリークラブが何をしてきたの

かを実証する姿を見てきました。 
おびただしい方々を救い、人類に対して大きな成果を上げ

てきたことを誇りに思います。 
現在アフガニスタンとパキスタンのわずか２カ国以外

に発症が無くなり、インドも数年前に終息宣言が出ました。 
今期会長のお父様がポリオの患者であったという事で苦労

をなさったとのことですが、発症例が無くなって３年が経

過した後終息宣言を出します。私たちは資金に置き換えて

奉仕をしていくしかないが、ひとりひとりは小さな力でも

これが最も良い方法です。 
岡部ガバナーは「語り合おうロータリー」ということを提

示されております。本日のテーマは「語りつくす」という

ことです。自然の心情について徹底して分かり合えるまで

話し尽くす。 
表面ではなくて心と心でしっかり話すという風に考えてい

ます。 
分区としてＩＭをどうとらえていくのかが一つのテーマで

す。 
ガバナー補佐はＩＭをなぜ行わないのかを報告する義務が

あります。その中で条件が整えば新しいやり方でしかも内

容を変えて１３クラブの協力で進んでいくことで、２月１

１日、ホテル日航で開催することになっています。皆様の

ご支援をよろしくお願いいたします。 
規約は翻訳されているものですが、東洋の哲学を取り込ん

でいけばしっくりとしない規約の行間を埋めることができ

るのではないでしょうか 

◆ニコニコボックスの発表 (池元 ことみ委員長) 

本日は吉井ガバナー補佐始め、

白山 RC.野々市 RC.松任高校先

生と大勢のお客様に来て頂きあ

りがとうございます。それでは

ニコニコBOX の発表をします。 

氏  名 メッセージ 

石川第一分区B 
ガバナー補佐 
吉井 清様 

ニコニコBOXへ 

白山RC 
会長 西 康雄様 
幹事 西川 發子様 

新任のご挨拶に参りました。今後共よろし

くお願い致します。貴クラブの益々のご隆

昌をお祈りします。 

野々市RC 
会長 舟元 英一様 
幹事 織部 秀一様 

ニコニコBOXへ 

山内 隆 会長 吉井ガバナー補佐様本日はありがとうご

ざいます。白山RC、野々市RC会長・幹

事の皆様本年度よろしくお願い致します。 
小路 昌弘 幹事 吉井ガバナー補佐、白山 RC 西会長・西

川幹事、野々市RC 舟元会長・織部幹事、

松任高校 齋田先生、本日はようこそおい

で下さいました。ありがとうございます。 

今井 欣也 今日は大勢のお客様に来て頂き誠にあり

がとうございます。大変嬉しいです。納涼

例会、休みましてすみませんでした。 

米光 利也 吉井ガバナー補佐様、本日は卓話ありがと

うございます。久々にロータリーの本音の

部分の話を聞きました。ロータリーだから

出来るのです。吉井様、今後のご活躍を期

待しています。本日はありがとうございま

す。 

西川 隆司 石川第一分区Bガバナー補佐 吉井清様、

白山RC会長 西康生様・幹事 西川發子

様、野々市 RC 会長 舟元英一様・幹事 

織部秀一様、松任高校進路指導課 齋田孝

志様、今日はようこそおいで下さいまし

た。いよいよ夏本番の雰囲気です。暑さに

負けぬよう頑張りましょう。 
永瀬 喜子 暑中お見舞い申し上げます。子供の頃、お

客様が家にみえると嬉しいものでした。今

日は吉井ガバナー補佐をはじめ沢山のお

客様をお迎えしテンション上がってま

す！ 皆様、お暑い中本当にありがとうご

ざいます！ 

五十嵐 隆介 吉井ガバナー補佐、白山 RC 西会長・西

川幹事、野々市RC 舟元会長・織部幹事、

松任高校 齋田先生、ようこそいらっしゃ

いました。早退します。申し訳ありません。 

本日合計 16.000 円  今年度累計 75.500 円 


