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◆お客様の紹介と米山奨学生の紹介 

八日市南ロータリークラブ会長       籠谷 昇  （かごたに のぼる）様 

八日市南ロータリークラブ副会長      奥村 武一郎（おくむら ぶいちろう）様 

八日市南ロータリークラブ幹事       込山 重浩 （こみやま しげひろ）様 

八日市南ロータリークラブ会員組織委員長  河島 勲  （かわしま いさお）様 

2017～2018学年度米山記念奨学生  尕 藏（ガザン）様 

◆会長挨拶 

皆さんこんばんわ。今日ご来訪の八日市南 RCに昨日訪問してきました。帰りは大変な豪雨とこちらでは見たことがない雷の中、無事帰って来

ました。これで白山・野々市・八日市南ロータリークラブ、3 つのクラブを訪問させていただきました。それぞれのクラブがそれぞれの特徴

をもって会が進められていました。さて、当クラブはと考えたとき、今年度で良いところは取り入れ、改善していきたいと思います。 

今日もよろしくお願いします。 

◆八日市南ロータリークラブ会長  籠谷 昇様よりご挨拶 

◆伝達式 地区からの委嘱状 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆幹事報告（川下 英和幹事） 

◎7/11 ガバナー事務所：第2回地区R米山記念奨学会委員会並びにクラブ米山記念奨学会委員長 

研修会のご案内 が届く 

ロータリー米山記念奨学会委員会 小路 昌弘会員宛 

            日時：2017年8月19日(土) 12：00～13：30 第2回米山記念奨学会委員会 

14：00～16：00 クラブ米山記念奨学会委員長研修会 

場所：ホテル金沢1Ｆ「ほり川」（委員会） 4Ｆ「エメラルド」（研修会） 

◎7/11 ガバナー事務所：クラブ米山記念奨学会委員長研修会のご案内 が届く 

           日時：2017年8月19日（土）14：00～16：00 

             場所：ホテル金沢 4Ｆ 「エメラルド」 

◎7/11 ガバナー事務所：『ロータリー米山記念奨学会 50年のあゆみ』発刊のお知らせ が届く 

◎7/12 ガバナー事務所：ロータリークラブ活動報告のお願いが届く 

           地区広報委員会では、2610地区ウェブサイトを管理運営し、ウェブサイトを通じての公共イメージアップの 

推進を目指し、地区内クラブの奉仕活動をホームページに掲載していきます。 

＜今後の予定＞ 

7/20 ガバナー補佐訪問  金沢みなとRC 西野 裕一氏 

会長・幹事懇談会17：30～18：00 松の間 多田会長、川下幹事、西川会長エレクト、池元副幹事 

クラブ協議会  19：40～20：40 フローラ 全会員 

7/20～9/18 ガザンさん、研究調査のため中国チベットへ 

 

 

 

 小柳 善裕会員 
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 多田 茂 会員 
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◆本年度予算提示 今年度会計（安田 晶一会員） 

◆プログラム クラブフォーラム 

理事役員挨拶  小柳 善裕  ロータリー財団・米山奨学会委員長 

各担当委員長就任挨拶 

浅野 昭利  職業分類・Ｒ情報委員長      中嶋 満   ロータリー財団委員長  茶谷 捷治 ニコニコＢＯＸ委員長 

安田 晶一  会員選考・増強・退会防止委員長  米光 利也  米山奨学会委員長    山本 篤  プログラム委員長 

五十嵐 隆介 職業奉仕委員長          中西 良彦  広報・雑誌委員長    辻  幸雄 炉辺会合委員長 

塩野 正幸  社会奉仕委員長          中島 育子  クラブ会報委員長    織部 資子 親睦委員長 

永瀬 喜子  青少年・国際奉仕委員長      木村 俊夫  出席委員長       橋本 恵子 ＳＡＡ 

◆出席報告と前年度出席表彰（下期・年間） (木村 俊夫 委員長) 

●2016-17年度下期ベストロータリアン賞 9名 

茶谷捷治会員  五十嵐隆介会員  小柳善裕会員  永瀬喜子会員  中川昭栄会員  西川隆司会員  小路昌弘会員 

多田茂会員   山内隆員 

●2016-17年度年間ベストロータリアン賞 8名 

茶谷捷治会員  五十嵐隆介会員  小柳善裕会員  永瀬喜子会員 

中川昭栄会員  小路昌弘会員   多田茂会員   山内隆会員 

●出席率：82.28 ％   ●出席者：27 名 / 35 名 

●出席補填：2 名    ●出席免除：6 名 

●メーキャップ：8名 

 7/8 ：米山記念奨学生カウンセラー研修会                  山本 篤会員 

  7/8 ：地区R米山記念奨学会委員会並びに米山記念奨学生カウンセラー研修会   小柳 善裕会員  小路 昌弘会員 

 7/9 ：クラブ広報委員長会議                        本島 大昌会員 

 7/12：八日市南ＲＣ表敬訪問                        多田 茂会員     川下 英和会員 

                                                                            西川 隆司会員  米光 利也会員 

◆ニコニコボックスの発表 (茶谷 捷治委員長) 

本日合計 37,000円  今年度累計 68,500円 

   氏  名 メッセージ 

八日市南ロータリークラブ    

会長 籠谷 昇勲様 

副会長 奥村 武一郎様 

幹事 込山 重浩様 

会員組織委員長 河島 勲様 

本日、大変お世話になります。 

 

多田 茂 会長 八日市南ロータリークラブ 籠谷会長、奥村副会長、込山幹事、河島会員組織委員長、本日はようこそいらっしゃいま

した。本年度もよろしくお願い致します。昨日はありがとうございました。 

川下 英和 幹事 八日市南ロータリークラブ 籠谷会長、奥村副会長、込山幹事、河島会員組織委員長、本日はようこそいらっしゃいま

した。本年度もよろしくお願い致します。昨日もありがとうございました。 

10月 19日の合同例会もどうぞよろしくお願い致します。 

今井欣也,浅野昭利,中川昭栄,福田

裕,加藤功,茶谷捷治,安田晶一,山内

隆,西川隆司,五十嵐隆介,中嶋満,  

野澤誠治,池元ことみ,小路昌弘,中島 

育子,木村俊夫,松田和仁,林哲也 

八日市南ロータリークラブ 籠谷会長、奥村副会長、込山幹事、河島会員組織委員長、本日はようこそいらっしゃいま

した。本年度もよろしくお願い致します。 

米光 利也 八日市南ロータリークラブ 籠谷会長、込山幹事、河島勲様、奥村武一郎様、ようこそ。今年度一年よろしくお願いし

ます。今日はお泊りにしましょうか？ 

武藤 一彦 八日市南ロータリークラブよりのご来訪ありがとうございます。遠方より雨の中を感謝いたします。 

クラブフォーラムでの皆様の一言を肝に銘じて頑張りましょう。 

小柳 善裕 八日市南ロータリークラブ 籠谷会長、奥村副会長、込山幹事、河島会員組織委員長、本日はようこそいらっしゃいま

した。本年度もよろしくお願い致します。 

ちなみに、八日市南ロータリークラブの第2650地区は2017年6月末で米山寄付が第1位で総額1億円を超えています。 

永瀬 喜子 八日市南ロータリークラブ 籠谷会長、奥村副会長、込山幹事、河島会員組織委員長、本日はようこそいらっしゃいま

した。本年度もよろしくお願い致します。 

ポニーテールにリボンのシュシュ、皆が「可愛い！」と言ってくれます。100円ショップで購入しました。 

橋本 恵子 八日市南ロータリークラブ 籠谷会長、奥村副会長、込山幹事、河島会員組織委員長、本日はようこそいらっしゃいま

した。本年度もよろしくお願い致します。ＳＡＡ2回目でまだ緊張感ガチガチです。今後ともよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


