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例会

◇点 鐘
新原会長
◇国歌斉唱
◇ソング
“四つのテスト”
◇会長挨拶ならびに報告
初めてなので、
緊張しております。
皆さんこんにちは。
今日から高岡北ロータリークラブの第 42 代目の会長に
就任いたしました新原です。どうぞよろしくお願いしま
す。1 年間、自分なりに精一杯がんばりますので、皆様
どうかご協力のほどよろしくお願いいたします。
報告でございますが、1 日に、高岡地区 4 ロータリー
クラブの皆様と一緒に商工会議所、北日本新聞、富山新
聞、読売新聞、北陸中日新聞の順で挨拶に行ってまいり
ました。市長への表敬訪問は 8 月 3 日の予定です。
昨日の市長選で、新しく若い市長が誕生しました。高
岡もこれから前に進んで変わっていくことを願っており
ます。
今月の例会ですが、出来る限り、例会場であるホテル
ニューオータニ高岡で対面と Zoom のハイブリッド形式、
弁当持ち帰りの短縮例会を実施したいと考えております。
ガバナー公式訪問は、
Zoomで7月26日に開催されます。
今日は行事がたくさんありますので、挨拶とご報告は
以上と致します。1 年間よろしくお願いいたします。
出席者 25 名 メイクアップ済 0 名
6/14 例会
名誉会員
会員数
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修正出席率
1名
36 名
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◇幹事報告
１） 本日例会終了後、
7 月定例理事会を開催いたします。
２） 次回 7 月 12 日（月）以降の例会については、7 月
定例理事会にて決定いたします。
３） 配布：①今年度の会員証
②今年度の活動計画書
③8/2（月）早朝例会のご案内
４） 回覧（各テーブル毎）
：
①会報 NO.42（2020-21 年度）
②ガバナー月信 NO.1
③2022-23 年度 派遣交換学生募集要項
◇7 月在籍表彰
新原俊夫君（２２年）五十 豊君（２１年）
長澤貴士君（ ７年）水原延幸君（ ５年）
荒木信幸君（ ２年）前田 央君（ １年）
◇7 月誕生日祝い
野﨑雄次君（１９日、４３才）
数田 繁君（３０日、７５才）
中村勝治君（３０日、７２才）

◇本日のプログラム（担当：会長）
「新年度にあたってのご挨拶」
新原会長
本年度の高岡北 RC 会長方針は「ロータリーを楽しみ
ながら未来のロータリーを築こう」です。
目標は、
①全員参加の例会のオンライン化を進めよう
②会員増強と退会防止に努力しよう
③楽しく人生を豊かにする例会にしよう
となっております。皆様 1 年間よろしくお願いします。
片岡幹事
幹事といたしまして、1 年間会長を補佐し、滞りなく
事務が進むように務めたいと思っております。
コロナでこれといった活動が出来ない状況ですが、
活発な活動が出来ない今だからこそ出来ることをやって
いこうと考えております。
例えば、例会場の演台の修繕や、会からのお知らせ
文章のヘッダーにある標語を正しいものに直すなど、
これまで手付かずだったところをきちんとしていこうと
思っております。1 年間よろしくお願いいたします。

〓 ７月定例理事会の報告 〓
１．名誉会員資格継続について・・・承認
斉藤 寿雄 名誉会員（2012 年 8 月 1 日～）
２．クラブ定款 10 条 5 節(b)項による出席免除申請に
ついて・・・承認
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、
宮田義弘、幸塚栄三、宮崎外男、中村勝治、
五十嵐豊（20 名）
※資格があるが今回は申請しない：新原俊夫

３．今後の予定について
6 月 11 日（金）の次年度理事会では、7 月～8 月例会
は対面開催が難しいとの結論だったが、現在の状況
（富山県コロナ指標 stage1）を鑑み例会をどのように
進めていくべきか
〓７月〓・・・短縮例会を開催
＊7/12：ガバナー補佐訪問
→山本ガバナー補佐は、対面での開催を希望
◇ニコニコ BOX 報告
＊7/19：各委員長活動方針発表
新原会長：一年間どうかよろしくお願いします。
＊7/26：ガバナー公式訪問
勝山 功君：新原会長、片岡幹事の門出を祝って。1 年
→神野ガバナーはオンラインで参加
間ガンバって下さい。
〓８月〓・・・短縮例会を開催
早川 勇君：新原丸の出航を祝して。新原会長、片岡幹 ＊8/2→早朝例会（有礒正八幡宮）
（プログラム委員会）
事頑張って下さい！
＊8/9→法定休日のため休会
宮崎外男君：新原会長頑張って下さい。
＊8/16→例会取消（定款第 7 条第 1 節（d）
）
八塚昌俊君：新しい年度が始まります。新原会長、片岡 ＊8/23→会員増強・拡大月間に因んで（会員増強委員会）
幹事、理事役員の皆さん、まだまだ大変な時期で ＊8/30→職場例会（職業奉仕）
すが一年間頑張って下さい。
〓12 月までの主要プログラム（例会変更あり）〓
幸塚栄三君：コロナはまだ収束しておらず、大変でしょ ＊10/11→15(金)へ変更 高岡万葉RC との合同夜間例会
うが、新原丸、片岡幹事頑張って下さい。期待し ・・・ホストである高岡万葉 RC の決定に従う
ています。
＊11/1→ハロウィン夜間例会・・・状況をみて判断
宮田義弘君：新原会長、片岡幹事、理事皆さん頑張って ＊11/15→植樹例会・・・従来どおり開催予定
ください。
＊12/20→クリスマス夜間例会・・・状況を見て判断
野尻信晴君：名古屋場所、夜の山イヤ朝乃山とマスク美 ※ホテルニューオータニ高岡からの問い合わせ
人が見れなくて残念です。
＊1/17（月）→新年夜間例会は千鳥？・・・千鳥で開催
新原会長、
片岡幹事ガンバって楽しんでください。 ＊3/28（月）→高岡西 RC との合同夜間例会
五十 豊君：新原会長の下で一年間宜しくお願いします。 小中学校の送別会が入り、例会のお部屋が取れない
藤井 均君：新原会長・片岡幹事この一年健康に留意さ ・・・7/8 に高岡西 RC 会長・幹事と協議
れがんばって下さい。
水原延幸君：誕生日祝いをいただきありがとうございま ４．その他
した。会場監督として 1 年がんばりますので、よ ①事務局合同化の件・・・会長・幹事一任
ろしくお願いします。
（7/8 高岡西 RC 会長幹事と協議）
海下 巧君：新年度スタートです。新原会長、片岡幹事 →高岡西 RC 理事会では承認済み
よろしくお願いします。
→家賃・共益費に関して、年間 40 万円ほど節約見込み
前田 央君：本日よりニコニコ BOX 担当になりますの →家賃案について
でよろしくお願いします。
→引越し費用について
【今年度ニコ BOX 累計額 35,000 円】 ②事務局・例会場パソコンの件・・・保留
→まずは、見積もりを取る（山辺事務機へ）

