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◆埴岡さん（米光さんの娘さん）会葬お礼 

◆お客様の紹介と米山奨学生・交換留学生の紹介 

八日市南ロータリークラブ 会長      藤野  潔（ふじの きよし）様      

八日市南ロータリークラブ 副会長     喜多 良道（きた よしみち）様 

八日市南ロータリークラブ 幹事      寺井 富美雄（てらい とみお）様 

八日市南ロータリークラブ 財団活動委員長 回渕 和治（まわりぶち かずはる）様 

八日市南ロータリークラブ         河島  勲（かわしま いさお）様 

野々市ロータリークラブ  会長      竹澤 勝志（たけざわ かつし）様 

野々市ロータリークラブ  幹事      下原  学（しもはら まなぶ）様 

地区大会代表者（富山ロータリークラブ）  前川 達哉（まえかわ たつや）様 

地区大会同行者（富山ロータリークラブ）  田邊 嶽之（たなべ たけし）様 

2017～2018受入交換留学生    エマ・ソーラさん 

◆会長挨拶（会長） 

皆さんこんばんは。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 藤野 潔 様よりご挨拶  

白山石川 RC とは友好としてよろしくお願いします。今月 7日に第一例会でした参加いただきありがとうございました。 

当初米光さんも参加予定でしたが残念です。本日娘さんにご挨拶させていただきました。八日市南 RC と白山石川 RC

の橋渡しをしていただきました。大きな功績に敬意を表します。締結から 12年今後ともよろしくお願いします。 

9/8は八日市南例会にお越しください。 

◆野々市ロータリークラブ会長  竹澤 勝志 様よりご挨拶 

挨拶が得意ではないですが、お客様がたくさん来られると会長挨拶が短くて済むのでメイキャップにたくさん来てくださ

い。5RC合同のホストの年です。10/25はよろしくお願いします 

◆地区大会 PRのご挨拶 代表者  前川 達哉 様よりご挨拶  
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10/27・28地区大会があります。テーマは「ロータリーを知ろう知ってもらおう」で、28日は明治天皇の玄孫竹田恒靖氏

の講演会があります。1400名の登録を目指しています。参加をお願いします。 

◆幹事報告  （幹事）  

7/12 ガバナー事務所 「国際ロータリー第 2610地区 2018-2019年度 地区大会」ご登録のご案内 が届く 

    10/27(土)・10/28(日)富山国際会議場                      本日、大会リーフレットを配布 

◆本年度予算提示 今年度会計 山本 篤君 

 

 

 

 

◆プログラム クラブフォーラム   

各担当委員長就任挨拶 

・今井 欣也  職業分類･Ｒ情報委員長      ・本島 大昌  広報・雑誌委員長      

・加藤 功   会員選考･増強・退会防止委員長 ・木村 俊夫  クラブ会報委員長   

・松田 和仁  職業奉仕委員長           ・山本 篤   出席委員長     

・竹田 佳一  社会奉仕委員長            ・中嶋 満   ﾆｺﾆｺ BOX委員長    

・林  哲也 青少年･国際奉仕委員長       ・中西 良彦  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長   

・山内 隆  ロータリー財団委員長        ・川下 英和  炉辺会合委員長 

・小路 昌弘  米山奨学会委員長         ・中島 育子  親睦委員長 

・藤本 和久  SAA 

※詳しくは当クラブホームページ活動記録をご視聴ください 

 

◆出席報告と前年度出席表彰（下期・年間） （出席委員会） 

◆出席報告 （出席委員会） 

● 出席率： 70.59％ 

● 出席者： 21名 / 35名 

● 出席補填： 1名 



● 出席免除者： 3名 

● メーキャップ： 4名 

7月 7日 2018-19年度米山奨学生カウンセラー研修会 山内 隆  

7月 8日 第１回ガバナー補佐会議 永瀬 喜子  

7月 10日 白山 RC 西川 隆司 池元 ことみ  

7月 11日 野々市 RC 永瀬 喜子 ガバナー補佐訪問 西川 隆司 池元 ことみ 

7月 12日 金沢北 RC 永瀬 喜子 ガバナー補佐訪問 西川 隆司  

〃 金沢百万石 RC 永瀬 喜子 ガバナー補佐訪問 

下期ベストロータリアン賞 

池元ことみ、小柳 善裕 、武藤 一彦、永瀬 喜子、西川 隆司、多田 茂、山本 篤、 

山内 隆、木村 俊夫、松田 和仁、林  哲也、福永 哲夫   12名 

年間ベストロータリアン賞 

池元ことみ、小柳 善裕 、多田 茂、山本 篤、木村 俊夫   5名 

◆ニコニコボックスの発表 （中嶋 満ニコニコボックス委員長） 

本日合計 37,000 円    今年度累計 64,500 円 

氏  名 メッセージ 

八日市南ロータリークラブ

会長 藤野 潔 様 

一年間お世話になります。 

八日市南ロータリークラブ

副会長 喜多 良道 様 

 

白山石川 RCの皆様との交流が始まり 12年になりました。今後も「友情の輪」

が拡がります様に。 

本日はありがとうございました。 

八日市南ロータリークラブ

幹事 寺井 富美雄 様 

本日はお世話になります。一年間よろしくお願いいたします。 

八日市南ロータリークラブ 

回渕 和治 様 

最初にお伺いして 13年になります。これからも宜しくお願いします。 

八日市南ロータリークラブ

河島 勲 様 

お世話になります。 感謝。 

野々市ロータリークラブ 

会長 竹澤 勝志 様 

幹事 下原 学 様 

白山石川ロータリークラブの皆様、こんばんは。 

今日は表敬訪問に伺いました。今年一年間宜しくお願い致します。 

富山ロータリークラブ 

前川 達哉 様 

田邊 嶽之 様 

本日は貴重なお時間を拝借し、ありがとうございました。地区大会のご参加・

ご登録を宜しくお願い致します。 

西川 隆司 会長 八日市南 RCの皆様、野々市 RC会長・幹事様、地区大会代表者の方々、今日は

ようこそおいでくださいました。お名前を書かなかったこと、お許しください。 

池元 ことみ 幹事 八日市南 RC 会長はじめ皆様遠いところ本日はありがとうございます。 

野々市 RC 会長 竹澤様、幹事 下原様、昨日はお世話になりました。地区大

会代表富山 RC 前川様・田邊様、地区大会の準備ご苦労様です。 

一年間皆様よろしくお願い致します。 



◆１１．ロータリーソング「四つのテスト」斉唱    

◆１２．閉会点鐘（19:30）  

 

会場監督 藤本 和久 ／ 副会場監督 小路 昌弘 

永瀬 喜子 昨日よりガバナー補佐訪問スタートです。野々市 RCが最初でした。西川会長、

池元幹事がご一緒で心強かったです。本日は金沢北 RCと金沢百万石 RCです。 

白山石川 RCの代表のつもりで臨んでます！ 

浅野 昭利 八日市南 RC 会長 藤野様、皆様、ようこそ。河島さん、久しぶりです。 

今井 欣也 八日市南 RCの皆様ようこそ。今年度も宜しくお願い致します。 

野々市 RC 竹澤会長、下原幹事、富山 RC 前川様、田邊様ご苦労様です。頑張

って下さい。 

山本 篤 八日市南 RC 会長 藤野さんをはじめ沢山の皆様、野々市 RC 竹澤会長・下原

幹事、地区大会代表の前川さん・田邊さん、今日はようこそいらっしゃいまし

た。 

多田 茂 八日市南 RC、野々市 RC、地区大会富山 RC の皆様、今日はご来訪ありがとう

ございました。 

武藤 一彦 たくさんのお客様ご来訪ありがとうございます。多くの出会いがまた新しい楽

しみに繋がることをお願いいたします。 

野澤 誠治 八日市南 RCの皆様、野々市 RCの会長・幹事、富山 RCの前川様・田邊様、本日

はようこそおいで頂きました。 

中嶋 満 八日市南 RC 皆様、野々市 RC 会長・幹事様、富山 RC 前川様・田邊様、本日

はようこそおいで頂きました。 


