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◆会長挨拶（武藤一彦会長） 

「クラブ要覧 2019-2020 活動計

画」が出来上がりました。表紙は、

濃い目の緑です。目次をめくると

2ページに渡って、ロータリーの

誕生から、目的、四つのテスト、

そして職業宣言が締めくくりで

す。職業宣言の最後には、知り合いであるからと言って、便宜

や特典を与えたりもらったりしてはいけないと書かれています。

言葉を噛みしめるごとに、味が滲み出ます。 

 2019-2020年度 RI会長テーマは、「ロータリーは世界を

つなぐ」です。解説の中で、ロータリーの奉仕を通じて、有

能で思慮深く、寛大な人びとが手を取り合い、行動をおこす

ためのつながりを築いてまいりましょうと結んでいます。 

 RI第 2610地区運営方針は、ガバナー松本耕作氏の解説の

中で「一歩前進しよう(one step ahead)」になりました。前年

踏襲は後退に他ならない、クラブにおいても中長期的な戦略目

標を策定し、年度目標を立てて目標を達成すべく行動すること

を期待されています。詳しくは、要覧をご精読ください。 

 白山石川ロータリークラブの基本方針は、「この地球を優

しさで満たそう・・・未来ある子ども達のために」です。国

と国との戦いの中で一番悲惨な状態になるのは、国を失った

人びと（難民）であり、親を失った子ども達です。戦争を止

められる人が持つ感情は何か。それは「優しさ」ではないだ

ろうか。人が「優しさ」の海に浮かびながら育ったら、人は

寛大になり地球上の戦争は姿を消すだろう。 

 子どもの病気シリーズとして現在全国的に大流行している

「手足口病」についてお話ししましたが、詳しくはお配りし

たプリントをお読みください。 

◆お客様の紹介 

野々市ロータリークラブ 会長 宮川 務様 

野々市ロータリークラブ 幹事 新保 良介様 

◆野々市ロータリークラブ様よりご挨拶 

 

◆表彰の伝達 

米山功労者感謝状 第 34回メジャードナー 福田 裕 君 

第 4回マルチプル  永瀬 喜子 君 

◆幹事報告（織部資子幹事） 

・7/5 ガバナー事務所より ロータリー・リーダーシップ研

究会(RLI)のご案内が届く                            

日時：2019年 8月 31日（土）9：30 ～ 17：00 

場所：富山県民会館  参加締切：8月 6日（火）迄 

・7/5 地区大会事務局（金沢香林坊 RC）より 地区大会登

録関係のご案内が届く。詳細は地区大会リーフレットを参

照ください 

・7/9 ロータリー米山記念奨学会より 2019-2020年度 上

期普通寄付金のお願いが届く 

・7/9  2022‐2023年度 ガバナー候補者の推薦についての

ご案内が届く。推薦締切日：2019年 8月 31日(土) 必着 

◆本年度予算提示  今年度会計 山内 隆君 

◆クラブフォーラム  各担当委員長就任挨拶 

・山本 篤    職業分類･Ｒ情報委員長 

・中嶋 満    会員選考･会員増強委員長 

・林 哲也    職業奉仕委員長 

・池元ことみ   社会奉仕委員長 

・藤本 和久  青少年･国際奉仕委員長 

・山内 隆   ロータリー財団委員長 

・塩野 正幸   米山記念奨学会委員長 

・安田 晶一  広報・雑誌委員長 

・永瀬 喜子  クラブ会報委員長 

・新 陽一郎  出席委員長 

・竹田 佳一  ﾆｺﾆｺ BOX委員長  

・多田 茂   ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 

・橋本 恵子  炉辺会合委員長 

・福永 哲夫  親睦委員長 

・木村 俊夫  SAA 
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◆結婚記念祝と誕生日祝の発表（福永哲夫親睦委員長） 

 

 

 

 

 

◆出席報告(西田直樹副委員長) 

 ● 出席率： 70.27％ 

  ● 出席者： 25名 / 35名 

 ● 出席補填： 1名 

 ● 出席免除者： 1名 

● メーキャップ： 8 名（7/6 多田茂、塩野正幸: 米山

記念奨学生カウンセラー研修会 7/9 武藤一彦、織

部資子: 白山 RC 7/10 武藤一彦、織部資子: 野々

市 RC 6/30 永瀬喜子、藤本和久: クラブ青少年国

際奉仕委員長会議） 

 

◆ニコニコボックスの発表 (竹田佳一委員長) 

・野々市RC 会長 宮川 務様 幹事 新保 良介様： 

野々市 RC会長 宮川務です。本日、新保幹事と共に新年 

度のご挨拶に来ました。一年間宜しくお願い致します。 

・武藤 一彦 会長：野々市 RC会長 宮川様、幹事 新保

様、ご来訪ありがとうございます。今後ともよろしく

お願い申し上げます。クラブフォーラム、ありがとう

ございました。会長共々未熟から成熟へ向かいましょ

う。 

・福田 裕：例会の時間節約の方法が良かったと思います。 

・浅野 昭利：野々市 RC会長 宮川様、幹事 新保様、よ

うこそ。 

・加藤 功：誕生日祝いありがとうございます。71才にな

ります。 

・池元 ことみ：先週お休みして申し訳ありませんでした。

愛媛の松山で女性会の理事会でした。千葉県の会長は

なんと 90才の方でした。バリバリ発言し、皆（100人

程）参加者に山形の大粒のサクランボを頂きました。

皆さん、年のことは言ってられないですヨ‼ 私も頑張

ろうと思いました。 

・永瀬 喜子：宮川会長、新保幹事、訪問をありがとうご

ざいます。昨日、吉田拓郎コンサートのため東京へ行

き、先程帰ってきました。行く序に美術館を 4か所廻

りました。私、やっぱ東京好きです！ 

・野澤 誠治：野々市 RC 宮川会長、新保幹事、本日はよ

うこそおいで頂きました。 

本日合計 12,500 円 今年度累計 45,000 円 

 

---ちょっと読んでみてください—- 

マザー・テレサも感銘したと言われる逆説の10ヵ条 

・ 人は不合理で、わからず屋で、わがままな存在だ。それで

もなお、人を愛しなさい。 

・ 何か良いことをすれば、隠された利己的な動機があるはず

だと人に責められるだろう。それでもなお、良いことをしな

さい。 

・ 成功すれば、うその友だちと本物の敵を得ることになる。

それでもなお、成功しなさい。 

・ 今日の善行は明日になれば忘れられてしまうだろう。それ

でもなお、良いことをしなさい。 

・ 正直で率直なあり方はあなたを無防備にするだろう。それ

でもなお、正直で率直なあなたでいなさい。 

・ 最大の考えをもった最も大きな男女は、最小の心をもった

最も小さな男女によって撃ち落されるかもしれない。それで

もなお、大きな考えをもちなさい。 

・ 人は弱者をひいきにはするが、勝者の後にしかついていか

ない。それでもなお、弱者のために戦いなさい。 

・ 何年もかけて築いたものが一夜にして崩れ去るかもしれな

い。それでもなお、築きあげなさい。 

・ 人が本当に助けを必要としていても、実際に助けの手を差

し伸べると攻撃されるかもしれない。それでもなお、人を助

けなさい。 

・ 世界のために最善を尽くしても、その見返りにひどい仕打

ちを受けるかもしれない。それでもなお、世界のために最善

を尽くしなさい。 

 


