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◆ 会長挨拶 山内 隆 

 11 月 12 日の創立 15 周年例会ではお世話になりました。ありがとうございまし

た。大勢の方においでいただきました。祝賀会では楽しんでいただけたのではない

かと思っています。今日、岡部ガバナーにお会いした時には直接お礼を申し上げま

した。また当日、八日市南クラブの会長にお会いしたとき、今後も友好クラブとし

ておつきあいをしたいという事で、浅野パスト会長、中川実行委員長も同席して改

めて確認をいたしました。これは当時 5 年で一区切りという内容で調印を行ってい

ますので報告をさせていただきました。まだ残務がありますが、一区切りがついた

のではないかと思います。今日より新年が始まる。16年目が新しく始まるという気

持ちで、前へ向いて協力して活動していきましょう。 

◆お客様の紹介 

   ふくしまっこチャレンジスクール実行委員会代表 岩井 繁樹 様 
  2016学年度 米山奨学生  恰格徳尓愛蓉（チャガダールアイルン） 

◆米山奨学生へ奨学金贈呈と米山奨学生からご挨拶 

◆「ロータリーの友」の紹介 

 広報・雑誌委員長 浅野 昭利 
 ロータリーの友 11月号です。今回の記事に太鼓の事がP2載っていました。P26 
 にある熊本震災に皆さんを元気付けに行ったチームが神戸にあり 1995年に神戸 
 震災の年に立ち上げたチームが神戸和太鼓松村組だった記事とP46に第 50回 IA 
 年次大会に千葉県の木更津高校が東日本震災関連で吹奏楽の記事がありました。 
今後、我々も震災にどのように向かって行くかを考える記事が今回の 11月号に載 
っているのでまた、読んでください。 

◆次次年度会長及び次年度理事役員候補者の発表 

山内 隆 指名委員会議長より発表がありました。 
※ 次次年度会長候補者に西川 隆司君を指名します。 
多田 茂 会長エレクトより発表がありました。 
※ 次年度副会長：武藤一彦君・理事：西川隆司：野澤誠治：小柳善裕：本島大昌：高松喜与志 

幹事：川下英和：会計：安田晶一 

◆創立15周年実行委員長よりお礼のご挨拶（中川実行委員長） 

ご苦労様です。今ほど会長から 15周年のお話がありましたが、実行委員長の立場

ですので、一言お礼のご挨拶をさせて頂きます。お蔭様で皆様のご協力で成功に

できました。心から厚くお礼を申し上げます。今回の15周年、お客様の中でどの

ような評価であつたかはまだ聞いていませんが、もし、ロータリーアンの方にお

会いしたらどうでしたかと一言聞いてみて下さい。とりあえず、担当者並びに会

員・皆様に本当にご苦労をおかけしました。心から厚くお礼を申し上げます。あ

りがとうございました。 



◆幹事報告 （小路 昌弘 幹事） 

 ◎11/2 ガバナー事務所：地区副幹事 久恵 龍三：ガバナー月信寄稿のお願いが届く。 
                         ガバナー月信 6号に 11月 12日創立記念事業を掲載したいと 
                        思いますので原稿と当日のスナップ写真の堤出をお願いします。 
                        11月 18日(金)期日厳守。 
 ◎11/4 ガバナー事務所：国際ロータリー第 2610地区 2016学年度公益財団法人ロータリー米山記念奨学生選考 
             の面接官委嘱状が届く。小柳 善裕会員。 
 ◎11/4 ガバナー事務所：017-18年度 地区ロータリー米山記念奨学会委員会委員長ご継続のお願いが届く。 
             小柳 善裕会員宛。 
  ◎11/4  ガバナーエレクト事務所：2017-2018年度クラブ情報調査書並びに行事予定についての堤出依頼が届く。 
                 2017-18年度用 貴クラブ情報調査書・2017-18 年度 貴クラブ主要行事予定 
 ◎11/7 金沢西ロータリークラブ：5RC 合同例会収支報告書が届く。 
 ◎11/10 ガバナー事務所：第 1回日本RYLA セミナー：開催のお知らせと受講生推薦のお願いが届く。 
 ◎11/10 ガバナー事務所：「入善RC」例会変更のご案内が届く。 
     ガバナー事務所：2017-2018年度ロータリー財団 地区補助金申請に向けての事前手続クラブの参加資格 
             認定：覚書(MOU)ご提出案内が届く。 
 ◎11/15 ガバナー事務所：2017-18年度地区ロータリー米山記念奨学会委員会委員長ご承認のお願いが届く。 
             (地区ロータリー米山記念奨学会委員会 委員長 小柳 善裕会員) 
 ◎11/16 ガバナー事務所：RLI ロータリー・リーダーシップ研究会開催のご案内が届く。 
             日時：2016年 12月 11日(日) 13：30～16：00 
             会場：福光福祉会館 2階研修室 対象者：多田 茂会員 

◆プログラム 卓話 

 講師 ふくしまっこチャレンジスクール実行委員会代表 岩井 繁樹 氏 
 
 演題「福島の子供達に未来はあるか～保養キャンプを通じて感じた事・思った事」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆結婚記念祝と誕生日祝の発表（本島 大昌 副委員長） 

 結婚記念日 多田 茂 君 1988年 11月 3日 
       中島 育子 君 1995年 11月 3日 
       茶谷 捷治 君 1968年 11月 17日 
 誕生日   五十嵐隆介君 1949年 11月 23日 
  
 結婚記念日 3名  誕生日 1名 おめでとうございました。 



◆結婚記念祝と誕生日祝 

結婚記念日祝・多田 茂 君            結婚記念日祝・中島 育子 君 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       結婚記念日祝・茶谷 捷治 君            誕生日祝・五十嵐 隆介 君 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆出席報告（中島 育子 委員長） 

  ● 出席率：80.64％   11/1：石川第 1分区AB IM打合せ会：安田 晶一 
  ● 出席者：22/33名   11/6：地区会員拡大増強委員会・多田 茂 
  ● 出席補填：3名    11/6：地区国際青少年交換委員会・永瀬 喜子 

 ● 出席免除：0名     11/9：金沢ロータリークラブ・小柳 善裕 
 ● メーキャップ：7名  11/9：野々市ロータリークラブ・多田 茂 
              11/17：地区ロータリー情報委員長会議・山内 隆 
              11/17：地区ロータリー情報委員長会議・今井 欣也 

◆ニコニコボックス（池元 ことみ 委員長） 

11月 17日 （第 714回例会） 
ニコニコボックスへのご入金は下記の方々でした。 
本日合計 21,000円    今年度累計 276,500円 
（メッセージの最後に記載してください） 
 

                                                      
氏  名 メッセージ 

山内  隆 会長 創立15周年例会・祝賀会ではお世話になりました。協力して前進していきましょう 

小路 昌弘 幹事 先週の記念例会では皆様お疲れさまでした。 

岩井繁樹様、本日はお忙しい中卓話いただきありがとうございます。 

福田  裕 15周年立派に実行できたと思います。山内会長、中川実行委員長をはじめ皆様ご苦労

様でした。次はメンバー増強です。 

西川 隆司 岩井繁樹様、今日は卓話ありがとうございました。先週の 15周年記念例会大会実行

委員長中川さん、幹事山本さんご苦労様でした。  



米光 利也 15周年記念例会大成功で終わりありがとうございます。八日市南RCより、日曜日に

御礼の電話がありました。 

武藤 一彦 岩井さん、卓話ありがとうございました。福島の子供達に楽しい思い出をたくさんあ

げてください。今後とも宜しくお願い致します。 

野澤 誠治 15周年、皆様お疲れさまでした。 

池元 ことみ 皆様、15周年記念例会お疲れさまでした。太鼓もお料理も最高でしたが、沢山のお客

様の前だと声が震えいつまでも小心者のニコBOX委員長でした。 

五十嵐 隆介 15周年役員、会員の皆さんご苦労様でした。 

誕生日祝ありがとうございます。いつの間にか67才です。 

茶谷 捷治 結婚記念日おめでとう。 

多田  茂 雨の降る中、結婚記念日の日に県立美術館周辺を散歩してきました。 
結婚記念日祝ありがとうございます。 

中島 育子 結婚記念日祝ありがとうございます。すっかり忘れていました。 

 
 


