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◆前年度会長･幹事から 新年度会長･幹事へ 

バッジ交換 

◆会長挨拶（小柳 善裕 会長） 

皆さん、今晩は！  

２０２１－２２年

度会長を務めさせ

て頂きます、小柳

善裕です。よろし

くお願いします。 

さて、コロナ禍で

未だ世の中は混沌

しておる中、本年

度私共のクラブは

創立２０周年記念 

 

という大切な事業を控えております。新型コロナウイルス感

染の収束が不透明な状況で、今まで営営と築き上げて来たも

のが続けられなくなり、当たり前であったものが当たり前で

なくなっています。２０年来続けられてきた我がクラブのロ

ータリー活動も同様なことになっているのではないでしょう

か。ロータリー活動の基本理念である「超我の奉仕」の本来

の意味合いを思い起こし、２０周年事業の形、規模はともか

く、白山石川RC にふさわしく記憶に残る事業にしたく思っ

ております。 

よろしくお願いします。 

アメリカ合衆国第１６代大統領エイブラハム・リンカーンの

ゲティスバーグでの演説より「人民の人民による人民のため

の政府GOVERNMENT of the people by the people ,for the 

people」ならぬ「メンバーのメンバーによるメンバーのため

の格調高いロータリー活動を目指していきたいと思います。

１年間よろしくお願い申し上げ挨拶と致します。 

◆お客様の紹介 

八日市南ロータリークラブ 会長 荻田 富和 様 

八日市南ロータリークラブ 幹事 山本 憲宏 様 

2021学年度米山記念奨学生 

ウンパイブーン・スウィスットさん 

◆八日市南ロータリークラブ様よりご挨拶 

 

 

 



◆米山記念奨学生へ奨学金贈呈、 

米山奨学生よりご挨拶 

◆『ロータリーの友』紹介 
(多田 茂 広報・雑誌委員長) 

 

 

 

◆幹事報告（林 哲也幹事） 

6/29ガバナーエレクト 黒川

伸一 次期地区幹事 藤谷弦一

郎 (富山南ロータリークラブ） 

"2021-22年度ガバナーエレ

クト事務所開設のご案内が届

く。当事務所は 2022年 7月 1

日よりガバナー事務所となり、ガバナーエレクト事務所との

合同事務所となります。所在地:金沢市本江町 1-18 

7/1 国際ロータリー日本事務局 

日本事務局「在宅勤務延長（7月）」のお知らせが届く。2021

年 7月 30日（金）まで在宅勤務を延長させて頂きます。 

7/1 ガバナー事務所 

ガバナー月信 7月号が届く。友愛の広場にもございますので

ご覧ください。 

7/1 ガバナー事務所 

2024‐2025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：2021年 8月 31日（火）必着 

7/1 ガバナー事務所 

2022-23年度派遣交換留学生募集要項が届く。 

申込締切：2021年 8月 31日（火）必着 

８月 1日(日)「RLI研究会パート 1」Zoom開催のご案内がい

ております。昨日、ご案内を会員各位へメールで送付いたし

ましたので、参加希望の方は 7/4(日)までに事務局へ申し込

みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆プログラム  

クラブフォーラム 会長所信 常任委員長挨拶  
小柳 善裕  会長             

池元ことみ  会員増強委員長        

福永 哲夫  奉仕プロジェクト委員長      

織部 資子  ロータリー財団・米山記念奨学会委員長  

松田 和仁  公共イメージ委員長       

藤本 和久  管理運営委員長 

 

 
◆結婚記念祝と誕生日祝の発表 

(西田 直樹 親睦委員長) 
 

 

 

 

 

 

◆出席報告(木村 俊夫 出席委員長) 

● 出席率：   93.93％    

● 出席者：  31名 /34名 

● 出席免除者：1名 中嶋 満 

● メーキャップ：なし 

 

 

 



◆ニコニコボックスの発表(永瀬 喜子 委員長) 

八日市南ロータリークラブ 

会長 荻田 富和様 

幹事 山本 憲宏様  本日はお世    

話になります。今年一年よろしく 

お願いします。 

小柳 善裕会長 一年の計は元旦

（第一回例会）にあり。本年一年よろしくお願いします。 

八日市南RC荻田会長、山本幹事、ようこそおいで下さいました。よ

ろしくお願いします。 

林 哲也 幹事  八日市南 RC会長 荻田富和様、幹事 山本健宏様、 

遠方より来訪頂きありがとうございました。 

本年度幹事として一年間よろしくお願い致します。 

藤本 和久  八日市南 RC荻田会長、山本幹事、ようこそ！ 

小柳会長、林幹事、一年間よろしくお願い致します。 

池元 ことみ  八日市南 RC会長 荻田様、幹事 山本様、本日はよ

うこそありがとうございます。小柳年度始まりです。 

会長 小柳さん、幹事 林さん、一年間よろしくお願い致します。 

中川 昭栄  八日市南 RC会長幹事様一年間よろしくお願いします。 

浅野 昭利 八日市南 RC 会長 荻田様、幹事 山本様、今年度お付

き合いよろしくお願いします。 

加藤 功  新年度です。小柳会長、林幹事、一年間舵取りをよろし

くお願いいたします。八日市南 RC荻田会長、山本幹事、本日は遠方

よりありがとうございます。 

誕生日祝いありがとうございます。 

安田 晶一  小柳会長、第 1 回例会を無事に出発できておめでとう

ございます。一年間よろしくお願いします。 

山本 篤  小柳会長、林幹事、いよいよ新年度が始まりました。本

年は 20周年を迎える年であります。しっかり舵取りをお願いします。 

八日市南RCの会長・幹事様、本年度もよろしくお願いします。 

西川 隆司  小柳会長、林幹事他役員の皆様、一年間健康に留意し

て頑張って下さい。八日市南 RCの荻田会長、山本幹事、コロナ終息

のママならないなかようこそおいで下さいました。ありがとうござ

います。 

武藤 一彦  お誕生日のお祝、ベストロータリアン賞などいただき

ありがとうございました。コロナ禍に関してはワクチンの問題、変

異株の問題いろいろ山積みしていますがどうにかなるでしょう。 

多分共存という形で！地球上の生物はすべて生き残ることを願って

いるのだと思います。 

野澤 誠治  八日市南 RCの荻田会長、山本幹事、本日は遠いところ

おいで頂きましてありがとうございます。 

竹田 佳一 小柳会長はじめ理事役員の皆さん、一年の運営よろしく

お願いします。八日市南 RC 荻田会長、山本幹事、遠方よりありが

とうございます。 

橋本 恵子 新年度おめでとうございます。八日市南 RC 会長 荻田

様、幹事 山本様、ようこそ。2021学年度米山記念奨学生ウンパイ

ブーン・スウィスットさん、ようこそ。ここしばらく家族の病気看

病の為お休みしていました。今日久し振りに出席できて嬉しいです。 

又、よろしくお願いします。 

五十嵐 隆介 八日市南 RC会長 荻田様、幹事 山本様、ようこそい

らっしゃいました。ありがとうございます。 

結婚記念日祝ありがとうございます。 

小路 昌弘 八日市南 RC 荻田会長、山本幹事、ようこそお越しく

ださいました。誕生日祝いありがとうございます。 

 

 

 

 

織部 資子  八日市南 RC荻田会長様、山本幹事様、ようこそお越し

頂きました。ありがとうございます。今年一年どうぞよろしくお願

いします。 

中島 育子  八日市南 RC 荻田会長、山本幹事、ようこそ。 

新しい年度になり例会も一新されとても新鮮な感じです。 

松田 和仁  八日市南 RC荻田会長様山本幹事様、ようこそ白山石川

RCにお越し頂きありがとうございます。 

今年度はゴルフコンペ開催できるといいですね。先週当クラブのゴ

ルフコンペに出席された方々ありがとうございます。 

今年度も皆様よろしくお願いします。 

福永 哲夫  野澤直前会長、一年間おつかれ様でした。 

小柳会長、一年間よろしくお願いします。 

新 陽一郎  小柳船長と共に大きく船出しました。新しい風巻き起

こしながら新しい歴史を皆様と共に作っていきましよう。今年度よ

ろしくお願い致します。 

ニコニコ封筒が余っておりまして、私の使命は終えていますが使っ

てやってください。 

埴岡 正稔 八日市南 RC 会長 荻田様、幹事 山本様、ようこそお

越しいただきました。ありがとうございます。 

それから、今年度一年間 SAA は気が重いのですが、なんとかやり切

りたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

永瀬 喜子  新年度始まります。八日市南 RCより荻田富和様、山本

健宏様、ありがとうございます。 

小柳会長、林幹事、皆で楽しい親睦を温めることのできる一年であ

ります様、協力していきましょう！ 

 

本日合計 44,000円   今年度累計 44,000円 

 

 

 

 

🔶ちょっと読んでみてください🔶 
 

松下幸之助  不況に克つ１２の知恵 

１．腹をくくる 

２．志を変えない 

３．策は無限にある 
４．今は大躍進の絶好のチャンス 

５．好況よし、不況さらによし 

６．不況時こそ人材育成の好機 

７．一服して英気 

８．不況は天然現象ではない 

９．責任はわれにあり 

10．己を知る 

11．衆知を集めた全員経営 

12．治に居て乱を忘れず 

 


