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◇点
鐘
◇国歌斉唱
◇ソ ン グ “四つのテスト”
◇ゲスト並びにビジターのご紹介
ゲスト：受入交換留学生 シドニー・コードさん
◇会長挨拶並びに報告
会員の皆さんこんにちは。私の年度も 6 月に入り今日
を含めてあと 3 回となりました。
次年度の理事役員の方々は、準備に大変だと思います
が頑張ってください。
Hello Miss Sydney. Hyakumangoku or festival was
the copper from the four days?
私と藤田幹事とで、昨日開催された日台親善会議に参
加してまいりました。
これに関しては、食事のあとで報告しろとの事ですが
どのように報告しようか迷っています。
この会議で、第四分区の他のクラブの方々とクラブ定
款の変更が話題に上がりました。RI では、7 月からの実
施を言っていますが、まだ日本語訳が完成していません
し、年次総会にて会員各位の承認が必要です。2017〜18
年度での思考が妥当と考えます。
次年度のロータリー情報&ロータリー研究委員会での
審議になると考えますが、パスト会長の皆さんのご協力
をお願いいたします。
簡単ではありますが会長挨拶といたします。
＊クラブ定款第 10 条第 3 節に基づき、本年度の会計
監査委員に早川、田辺両パスト会長を指名いたします。

6月

6 日（月）

◇幹事報告
１） 本日例会終了後、
6 月定例理事会を開催いたします。
２） 配布：①会報 NO.39
３） 回覧：①6/20（月）最終夜間例会の出欠確認票
◇委員会報告
＊今雑誌委員長より「ロータリーの友」6 月号の紹介
◇6 月在籍表彰
金森 哲司 君（３６年）
勝山
功 君（３６年）
金田 恒幸 君（３６年）
紺谷 司郎 君（３６年）
荻布 精一 君（３６年）
田辺 千秋 君（３６年）
和田 充弘 君（３６年）
松長 一雄 君（２７年）
八塚 昌俊 君（２７年）
数田
繁 君（２７年）
上田
博 君（ ７年）
◇6 月誕生日祝い
元井
實 君（２２日、７９歳）
◇6 月結婚記念日祝い
長澤 貴士 君（ ６日、１８年）
藤田
誠 君（１６日、１５年）
◇出席報告

◇シドニーさんにお小遣い、ホストファミリーの新原
会員に謝礼をお渡しします。

会報委員長

出席者 32 名 メイクアップ済 0 名

名誉会員

会員数

本日の出席率

1名

44 名

84.21 ％

5/23 例会
修正出席率
87.18 ％

◇本日のプログラム（担当：会長・幹事）
「日台ロータリー親善会議報告」
隔年で日本と台湾とで開催される親睦会議ですが、今
回は過去最大の参加を見ました。
台湾からは約300人のロータリアンとそのご家族が参
加され、日本からも他地区から 400 人 2610 地区からも
約 300 人の参加でした。
最初の二時間は、企画に参加された各委員の方々のス
ピーチでしたが、その中の多くは今年発生した台湾での
地震と熊本大分での地震における義援金のお礼でした。
日本語と中国語及び英語でのスピーチで聴いている私
にはなかなか難しかったです。

休憩を挟み RI 会長経験者である方々の基調講演が有
りましたが、RI 直前会長である黄さんの会員増強につい
ての基調講演が私にはなかなかためになるお話でした。
RI 会長は、就任前後約 3 年間は全世界を回り ロータリ
アン以外の方々ともお会いしてお話をされるそうです。
その中で、
ロータリーの活動を賞讃される方々に対して、
何故ロータリーに入会しないのかと尋ねると
『 今まで誘
われなかったので』との答えが多くあったそうです。そ
れでは、私が誘いますから入会してくださいと申し込む
と多くの方々が即座に入会してくださるそうです。
黄さんは、新会員勧誘には「声をかけてみる」ことが
重要だと強調
されていまし
た。
また ロッ
クミュージシ
ャンの方のお
話もされてい
ました。
『私は 人
がやりたくな
いことさせたことは一度もありません。声をかけてその
人と心のつながりをつくっただけです。
つながれば その
人はお願いを聞いてくれます』
声をかける事は無害であり 逆に相手に対する信頼を
示す行為だとかんがえておられるそうです。この二つの
お話が、私の記憶に強く残りました。
会員増強は、私たちが所属する高岡北ロータリークラ
ブにとって最重要課題です。
どうか、この言葉を忘れずに、一致協力した会員増強
に当たりましょう。

◇ニコニコ BOX 報告
八塚会長：在籍表彰をいただいて
藤田幹事：魔の 6 月、最近言いますが皆さん気を付けて
ください。今月危険を感じる方は、魔よけしてく
ださい。
元井 實君：誕生日祝いをいただいて
新森慎之助君：メイン・２番テーブルミーティングおい
しくて楽しかった。ありがとう。
中村勝治君：陣太鼓は星がつかなかったけれどもミシュ
ランガイドに掲載されました。メイン・２番テー
ブルミーティングありがとうございました。
武島直子君：6 月 2 日のテーブルミーティング出席の皆
さん、お疲れ様でした。今回は勝山さんのお世話
にならず、自力で帰れました！
中村勝治さん、おめでとうございます。
上田正宙君：祇園際の宣伝です。
（ちらし）
浪曲はいかがですが？「進め電波少年」でおなじ
みのケイコ先生です。

今 勉君：早退のお詫び
野尻信晴君：玉造温泉で、美人の湯を持ち帰り、家内に
渡しましたが、
朝、
何の変化もありませんでした。
牧野さん、エリマキしてこんなに暑いのに？どう
されたかな？？
牧野和子君：またまた痛い目に
遭いました！5/31（火）に
自動車事故です。右側面
運転席側にぶつけられドア
破損。
頸椎捻挫、
腰椎捻挫、
右腕捻挫・・・宝くじでも
買おうかと・・・皆さまお気をつけて。ぶつから
れないように。
宮田義弘君：第 4 分区野球大会ご参加の皆様、よろしく
お願いします。
長澤貴士君：欠席のお詫び。宮田副委員長、ニコ BOX
よろしくお願いします。
【今年度ニコ BOX 累計額
868,000 円】

