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例会

◇点
鐘
◇国歌斉唱
◇唱
和
“四つのテスト”
◇ゲスト並びにビジターの紹介
ゲスト：2020-21 年度 RI2610 地区ガバナー事務所
事務局 森田 麻季 さま
◇会長挨拶並びに報告
皆さんこんにちは。令和元年で 40 代目の会長に就任
しました。会長の練習を一昨年に 5 回ほど練習しました
が、今日からずっとしなければならないということで、
つらいなと思っています。今年度はいろいろな行事があ
ります。私の目標は来年 5 月の 40 周年をいかに上手く
やるかですが、ガバナーエレクトがいらっしゃるので、
PETS や地区協議会がありますので、3 月 4 月 5 月まで
毎月いろいろな行事があると思います。一年間忙しい
日々が続きますが、皆さんどうかご協力のほど宜しくお
願いいたします。
＊本日入会の荒木会員にロータリーエンブレムをお渡
しする。
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◇幹事報告
１） 本日例会終了後、理事会を開催いたします。ご確認
ください。
２） 配布：①今年度の会員証
②今年度の活動計画書
③7/29（月）新年度夜間例会のご案内
④8/5（月）早朝例会のご案内
３） 回覧：①会報 NO.37、38（テーブル毎）
②2019 年規定審議会 クラブと地区に
関連する重要な変更
③日本のロータリー100 周年記念
ピンバッジ頒布についてご協力のお願い
◇ニコニコ BOX 報告
宮田会長：一年間よろしくお願いします。
新森慎之助君：①幸塚さん、荻布さん一年間ご苦労様で
した。
②宮田会長、
魚住幹事さんスバラシイ
「レガシィ」
を残して・・・・
勝山 功君：宮田会長、魚住幹事の門出を祝って
金沢の輸送協力会社より例年通り「氷室饅頭」を
頂きました。
田辺千秋君：宮田会長、
魚住幹事一年間頑張って下さい。
6 月 24 日の北麗グリーン会コンペで優勝しまし
た！！
金田恒幸君：宮田会長、魚住幹事、一年間頑張って下さ
い。北麗グリーン会コンペで三位でした。
宮崎外男君：宮田丸の船出を祝って
八塚昌俊君：新年度の第一例会に欠席して申し訳ありま
せん。当日は、東京で開催される現ガバナー、ガ
バナーエレクト会議に参加しております。宮田会
長、魚住幹事、各理事役員の皆さん、一年間頑張
って下さい。
唐澤英夫君：新会員の荒木さん、頑張って下さい！！

数田 繁君：6 月 24 日の北麗グリーン会コンペで会長証
を頂きました。いよいよスタートです。応援して
いますよ。
幸塚栄三君：採集夜間例会で皆勤表彰を頂き有難うござ
いました。また、沢山の方々からネギライのニコ
BOX を頂き有難うございました。
宮田会長・魚住幹事今日 7/1 より始動 1 年間楽し
めるクラブとして期待しております。私はこれか
ら会社の仕事に比重を移して行きたいです。
野尻信晴君：宮田豪華客船、船出がんばってやわやわ出
発して下さい。
板坂敏雄君：北麗グリーン会で 5 位でした。また、ニア
ピン賞となんでもニアピン賞を頂きました。あり
がとうございました。
藤井 均君：今年度も社会奉仕を担当させていただきま
す。会員の皆様の御協力よろしくお願いします。
村牧啓功君：①第 74 回北麗グリーン会で 2 位になりま
した。北麗グリーン会参加の皆さん、ご苦労様で
した。
②宮田会長、魚住幹事、頑張って下さい。
吉谷奈艶子君：宮田会長、魚住幹事、本年度よろしくお
願いいたします。
荒木くん、ご入会おめでとうございます。立山ア
ルミでの若い荒木くんから私の一番最初のクライ
アントさんになってくれ、今後も続くご縁をうれ
しく思います。
荻布雅章君：宮田会長・魚住幹事のご活躍をお祈り申し
上げます。年度早々の欠席をお許しください。誠
に申し訳ございません。
藤川正司君：宮田さんの新体制を祝して
水上豊治君：今月 63 才になります。人生 100 年時代、
65 才までに 2000 万円貯金できる様頑張ります。
海下 巧君：いよいよ新年度が始まりました。次期地区
財務委員長としてスタートしますが、正直なとこ
ろ何が大変なのか良く分かっていません。宜しく
サポートをお願いします。
PS．義妹の森田も合わせて宜しくお願いします。
島 幸美君：先日のゴルフコンペには藤井様お世話あり
がとうございました。今日から宮田会長宜しくお
願いします。又、今日からニコニコ BOX 担当で
す。どうぞ宜しくお願いします。今年度はニコニ
コ BOX に予算をつけてもらいましたので、皆さ
ん沢山のお金を期待しています。
【今年度ニコ BOX 累計額 65,000 円】
◇7 月在籍表彰
新原 俊夫君（２０年）
、五十
豊君（１９年）
長澤 貴士君（ ５年）
、中村あずさ君（ ４年）
水原 延幸君（ ３年）
◇7 月誕生日祝い
水上豊治君（ ５日）
、野﨑雄次君（１９日）
数田 繁君（３０日）
、中村勝治君（３０日）

◇本日のプログラム（担当：会長・幹事）
「新年度にあたって」
（理事・役員 11 名）
◇出席報告

出席者 29 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

40 名

87.88 ％

6/10 例会
修正出席率
78.13 ％

〓 ７月定例理事会の報告 〓
１．名誉会員資格継続の件・・・承認
斉藤寿雄 名誉会員（2012 年 8 月 1 日～）
２．定款 12 条 3 節(b)項による出席免除申請の件
・・・承認
新森慎之助、勝山 功、荻布精一、金森哲司、
松長一雄、紺谷司郎、早川 勇、田辺千秋、和田 徹、
金田恒幸、唐澤英夫、日下 要、野尻信晴、
八塚昌俊、数田 繁、板坂敏雄
以上 １６名
＊幸塚、宮崎、中村勝治、宮田 会員に資格あり
３．事務局給与の件・・・会長・幹事に一任
４．寄付の件・・・承認
（現 在）高岡万葉まつり（朗唱の会）１万円 …継続
その他、依頼があれば随時
５．今後の予定について・・・承認
〓７月〓
＊7/8→各委員長活動方針発表
＊7/15→法定休日のため休会
＊7/22→卓話（派遣交換留学生 吉谷梨紗子さん）
＊7/29 →新年度夜間例会（18：30～ENJYU）
〓８月〓
＊8/5→早朝例会（6：30～有礒正八幡宮）
＊8/12→例会取消
＊8/19→会員卓話（島幸美会員）
＊8/26→会員増強・拡大月間に因んで（会員増強
委員会）
６．その他
＊ベルギー受入の件（8/4～10）
・・・受入予定
【確認事項】
１．例会プログラム、行事予定の件
＊家族例会について 12/16
＊創立例会について 2020/5/18
＊合同例会について
→高岡万葉 RC（ホスト） 9/30
→高岡西 RC 11/27（予定）
＊5RC 合同懇親ゴルフ（ホスト：高岡 RC）
5 月中旬
２．社会奉仕事業の件
１）地区よりの補助金
＊オタヤこども食堂への助成 545 ドル
＊桜の植樹 727 ドル

