
 WEEKLY REPORT ROTARYCLUBOF hakusanishikawa                       

ｶﾞﾊﾞﾅｰ方針：「語り合おう ロータリーを」  ｸﾗﾌﾞﾀｰｹﾞｯﾄ：「考えてみよう より良いロータリークラブの姿を」 

白山石川ロータリークラブ           ２０１６年 8 月 25 日 №704 

会長:山内 隆 幹事:小路昌弘 

クラブ会報委員長:安田晶一  副委員長：川下英和 委員 野澤誠治・中島育子

事務局/白山市西新町 159-2 松任産業会館 4階 TEL076-274-2907 FAX076-274-2908   

Mail:info@hakusanishikawa-rc.jp HP://www.hakusanishikawa-rc.jp

◆会長挨拶 

 先ほど例会前に岡部ガバナーと、私、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きました。 
クラブの現況につい

ての評価とアドバイ

ス、会員増強につい

て、出席率向上につ

いて、規定審議会に

ついて等のお話をさ

せていただきました。 
また「語り合う」は

「学び合う」につな

がることや、地域密

着などについてもお聞きしました。 
4 月の地区協議会におきまして岡部ガバナーはロータリー

クラブの意欲ある姿として、「わが町のロータリー」「地元

に愛されるクラブに」「元気なロータリー」ということばを

あげて示されておりました。 
また、「クラブの長期戦略会議」によりビジョンを示して

は・・という事もお話をされていました。 
本日のお話も参考に致しまして、今後に生かしていきたい

と思います。 
オープン例会を先週いたしましたところ、皆様に声をかけ

ていただき７名の方に来ていただきました。９月の第１週

に開きます理事会では総括をいたしますので、今回の例会

がどうであったのか、どう思ったのか、今後どうしていけ

ばよいと思ったのかなどを理事の方々に伝えていただき、

理事も聞き取ってもらいたいと思います。 

◆お客様の紹介 

 国際ロータリー2610 地区ガバナー   岡部 一輝 様 
 国際ロータリー2610 地区ガバナー補佐 吉井  清  様 
 国際ロータリー2610 地区 地区幹事  澤田 喜朗 様 

◆幹事報告（小路 昌弘 幹事） 
◎ 8/19 石川県立松任高等学校 校長 木越 明子 
  石川県立松任高等学校吹奏楽部第 27回定期演奏会案内 
  日時：9月 11日(日) 14時開演(13時 30分会場) 
  場所：松任文化会館ホール 
◎ 8/19 輪島RC 会長 保下 信一・国際奉仕委員長 久岡政

治・米山奨学生・大本山總持寺祖院例会での座禅体 

 
験と地元小学生交流事業のご案内・日時：10月 18日    
(火) 9時 20分 大本山總持寺祖院 集合 場所：大本山總

持寺祖院(輪島市門前町 1-18甲) 
◎ 8/19 白山市教育委員会 生涯学習課長 日本伝統芸能の

夕べのご案内 日時：9月 13日(火) 18時 30分開演・ 
 場所：白山市松任生涯センターコンサートホール 
◎ 8/23 金沢西RC 会長 小林 洋・第 29回 5RC 合同例会

開催のご案内・日時：平成 28年 10月 14日(金) 点鐘 
  午後 6時 30分 場所：金沢都ホテル 7F「鳳凰の間」 
◎ 8/24 ガバナー事務所・ロータリー財団 100周年記念の 

シンポジウム開催のご案内・日時：2016年 11月 27日 
開会 13：00～閉会 16：30 場所：JP タワーホール＆カ

ンファレンス 東京都千代田区丸の内2丁目7-2JPタワ

ー 
◎ 8/25 ガバナー事務所・国際ロータリー日本事務局経理    
  室から 2016年 9月レートのお知らせが届く９月レ-ト 
  1 ドル＝102円 
◎ 8/25 ガバナー事務所 魚津RC 例会場名所変更のご連

絡・（現）ホテルサンルートから（新）スカイホテル魚

津・電話番号は変更ございません。       

◆プログラム 卓話 

国際ロータリー2610地区ガバナー 岡部 一輝 様 

演題「語り合おうロータリー」 

 
例会前に情報交

換を行い私自身

も勉強になった。 
このクラブには

日頃からお世話

になっている方

が大勢いて、米山

記念奨学会の小

柳委員長・多田エ

レクト・永瀬さん

もベルギー交換留学生のお別れ会で司会をしていただき、

福田さんがローターアクト委員長の時に参加させていただ

いた。 
このクラブは 65 クラブの 64 番目、富山大手町クラブの前

に誕生している。１５年位前はロータリークラブをどのよ



うに変えるかを議論し始めた時期になる。クラブ要覧は他

クラブではＡ４サイズが手帳サイズになっている。このよ

うに自分たちの発想で変えていくという事はとても大切。

石川県はクラブ要覧。富山県は活動計画書と書かれている

ことが多い。「人類に奉仕するロータリー」というテーマを

いただいた。どう生かしていくのか、自分たちのクラブを

どう元気にしていくか、どう関わりを持っていけばよいか、

以前よりもよくなることをお伝えしたい。規定審議会では

大きな変革がなされた。65クラブで情報交換をする場を作

っていく。芭蕉の言葉に「古人の跡を求めるのではなく古

人の求めたるところを求めよ」とある。クラブを活性化し

ていくには会員・仲間の数を増やしていくようにしていか

なければならない。どの規模にしていくのが望ましいか、

どのようなクラブにしていくのかこれがビジョンになる。

話し合っていくことが重要である。 
今年度は３つのテーマを掲げた。 
1. ポリオの撲滅 
2. 会員の維持増強 
ジョン・ジャーム会長は「私たちが目指すのは単に数を増

やすことではなく、より良い活動を行い将来の良いリーダ

ーを育てることです」と言っている。良い仲間を育てよう

ではないか。 
3. ロータリー財団の 100周年記念について 
皆でお祝いするためにひとり 1000 円をニコニコボックス

として出していただきたい。地区大会当日ＲＩ会長代理に

お渡ししたい。ＲＩ会長表彰への挑戦をしていただきたい。

新しい視点を持つことができる。ロータリーのメンバーに

なることがどれだけ光栄なことであるか、意識が無くても

その中にいるだけで染まっていく。自分の勉強の場である

「一生懸命だと知恵が出る。中途半端だとグチが出る。い

いかげんだと言い訳が出る」 
会員全員が賛成してくれないと会員になれない。とても光

栄なことであることを意識したい。 
知恵は絞っていくもの。今年１年知恵を出していきたい。 

◆出席報告(中島 育子委員長) 

● 出席率：77.41％ 

  ● 出席者：21名 / 33名 

 ● 出席補填：3名 

 ● 出席免除者：1名 

● メーキャップ：5名 

 

 8/20クラブ米山記念奨学会委員長研修会 茶谷 捷治 

 8/20クラブ米山記念奨学会委員長研修会 小柳 善裕 

  ベルギー短期交換留学生さよならパーティ永瀬 喜子 

 8/23白山ロータリークラブ      五十嵐 隆介 

    8/24 野々市ロータリークラブ     多田 茂 

◆ニコニコボックスの発表（池元 ことみ委員長） 

ガバナー岡部一輝様、本日

の卓話ありがとうございま

した。それでは、ニコニコ

BOXの発表をします。 
 

 

氏  名 メッセージ 
RI2610地区  
ｶﾞﾊﾞﾅ  ー  岡部一輝様   
（南砺RC） 

公式訪問にまいりました。宜しくお願い

申し上げます。 

RI2610地区     

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 吉井清様 
同上 

RI2610地区 地区幹事 
澤田 喜朗様 

同上 
 

山内  隆 会長 岡部ガバナー、本日はありがとうござい

ます。元気なクラブとなる様、今後に生

かしていきたいと思います。 

小路 昌弘 幹事 岡部ガバナー、吉井ガバナー補佐、澤田

幹事、本日は大変お忙しい中お越し頂き

ありがとうございます。 

西川 隆司 ガバナー岡部一輝様、ガバナー補佐吉井

清様、地区幹事 澤田喜朗様、今日はよう

こそおいで下さいました。岡部ガバナー、

卓話ありがとうございました。 

今井 欣也 ガバナー、ガバナー補佐、地区幹事様、

ようこそおいで下さいました。ガバナー、

卓話ありがとうございました。 

福田  裕 岡部ガバナー、御訪問ありがとうござい

ます。今日は宜しくお願い致します。 

中川 昭栄 
加藤  功 

地区ガバナー 岡部一輝様、ご苦労様で

す。宜しくご指導お願いします。 

小柳 善裕 岡部ガバナー、吉井ガバナー補佐、澤田

地区幹事、訪問ありがとうございます・

クラブと併せて地区米山もよろしくお願

い致します。 
山本  篤 ガバナー 岡部一輝様、ガバナー補佐 

吉井清様、地区幹事 澤田喜朗様、よう

こそおいで下さいました。ご指導宜しく

お願いします。 
安田 晶一 本日は、ガバナー 岡部様、吉井ガバナ

ー補佐様、澤田地区幹事様ようこそおい

で下さいました。今日は宜しくお願い致

します。 
五十嵐 隆介 岡部ガバナー、ようこそおいで下さいま

した。吉井ガバナー補佐、澤田地区幹事、

ありがとうございます。 

北海道も暑い日が続いています。 

野澤 誠治 岡部ガバナー、吉井ガバナー補佐、澤田

地区幹事、本日はありがとうございます。 

永瀬 喜子 岡部ガバナー、吉井ガバナー補佐、澤田

地区幹事、暑い中お出ましいただきあり

がとうございます! 本年一年、どうぞお

導きくださいませ! 

竹田 佳一 マナーモード忘れ申し訳なかったです。 

 
本日合計 26,000円  今年度累計 136,500円 


