第 33７５回

202２‐2３年度 【ガバナー／黒川 伸一】

高 岡 ロータリークラブ

202２／7／７
No.1

会長／谷道 伸也 幹事／島 尚之

例会日：木曜日 12:30～13:30 創立：１９５１／１１／１５

司 会 勝山 会場監督 点 鐘 谷道 会長
国歌斉唱
ロータリーの目的／四つのテスト
会長挨拶／報告

■皆出席祝
田中
哲 さん（20 年）
中村 総一郎さん（15 年）
加茂 輝隆 さん （8 年）
浅野 弘昭 さん（6 年）
島
尚之 さん （6 年）
荒井 公浩 さん（2 年）
山岡 弘之 さん（2 年）
赤塚 和則 さん（1 年）
宮城 孝一 さん（1 年）
■在籍年度数表彰
本多 剛治さん（45 年）

幹事報告
■配布／会員証
■ガバナー月信について、2022－2023 年度も、黒川ガ
バナーの「情報を入手する手段としてインターネッ
トの活用を推進します。
」という方針の下、ＰＤＦ形
式での配信を行います。
■7 月のロータリーレート 1＄＝136 円
（6 月ロータリーレート 1$＝127 円）
■出席免除の本多、飴谷会員訪問報告
委員会報告
■ＳＡＡ（勝山会員）…テーブルマスター選任依頼
■国際青少年交換委員会（福田会員）

＜

ニコニコＢＯＸ

19 件 64,000 円

＞

塩崎（有）様／ロータリー生活 40 年間最終の日、最後
の 4 番テーブルミーティングには山本会長、塩崎幹
事も特別出席していただき大変有意義に過ごさせ
てもらったこと大変感謝しております。記念品の帽
子は大事に使用させていただきます。有難うござい

チャーターナイト：１９５２)／４／１５

創立順位：No.68

ました。石崎テーブルマスター有難うございました。
コロナ禍の中、1 年間山本丸の無事航海を祝すと共
に、大役のクラブ創立 70 周年記念大会の成功大変ご
苦労様でした。また、新しく出帆されます谷道丸の無
事航海を祈念致します。23 日の最終婦人同伴夜間懇
親会には身に余る盛大な送別の場を設けていただき
大変感謝しており立派な花束、記念品まで頂き一生
の思い出となりました。高岡ロータリークラブは永
遠に発展する様、皆さん会員一同頑張ってください。
谷道会長／今年度会長をさせていただきます。会員お
一人お一人のご協力が無ければ活動を続けていくこ
とができません。皆様のご協力、ご指導ご鞭撻をよろ
しくお願いいたします。
塩崎副会長／谷道年度が始まりました。今年度は副会
長の大役を務めさせていただきます。一年間の無事
を祈ります。
島幹事／いよいよ谷道年度が始まりました。1 年間どう
ぞよろしくお願いいたします。
前川筆頭理事／理事を拝命致しました。
永田君／山本直前会長、昨年度は大変ご苦労さまでし
た。新しく谷道年度のご活躍に期待いたします。
若野君／無任の理事拝命いたしました。あまり目立た
ず静かにしております。老兵は消えさるのみ！
藤田君／谷道丸の船出を祝って。大願成就されますよ
う祈念しております。感謝。
室崎君／谷道年度の輝かしい門出を祝して。
山本（毅）君／昨年度は大変お世話になりました。谷道
年度が素晴らしい年度となることを大いに期待し、
応援します。今度こそ憲法改正が実現することを願
って、期日前投票を済ませてきました。必ず投票しま
しょう！
岡本（欣）君／谷道会長はじめ執行部の皆さん健康に気
をつけて 1 年間ガンバってください！期待していま
す。
鞍野君／谷道年度、社会奉仕委員長を仰せつかりまし
た。地域発展委員会、環境保全委員会と連携しながら
活動していきたいと思います。一年間よろしくお願
いします。
中川君／副幹事及びロータリー財団を仰せつかりまし
た。島幹事の下勉強していきたいと思いますのでご
指導の程お願いします。

竹中君／谷道丸の出航を祝して。本日よりホテルニュ
ーオータニ高岡の都万麻さんで伝統と革新のひとと
きが始まります。当社で作った器も使われています
ので、ぜひご利用ください。
吉岡君／谷道会長、本日はおめでとうございます。いよ
いよ『谷道丸』の出航です。この年度が素晴らしい一
年になりますことを心より祈念致します。また、この
度は『シングルプレイヤー』誠におめでとうございま
す。
北村君／谷道会長の下、今年度、国際奉仕委員長を務め
させていただきます。どうぞ一年間よろしくお願い
します。
竹田君／昨年度 SAA として務めさせていただいた御
礼と併せ、本年度は出席委員長を務めることとなり
ました。宜しくお願い致します。
二口君／2022-23 年度の親睦活動委員長の大役を拝命
いたしました。不慣れなため何かと至らぬ点が多々
あるかと存じますが、皆さんの楽しいロータリアン
ライフの一助になれるよう微力ながら精一杯務めさ
せていただきます。一年間よろしくお願いいたしま
す。
原君／皆様、今年度も何卒宜しくお願い致します。3 ヶ
月間で高岡がとても好きになりました。

『 今後のプログラム等予定 』
7／14 会員卓話
7／21 卓話：東京五輪ホッケー日本代表主将
山下学氏
7／28 納涼夜間例会
8／4
早朝例会
8／11 例会取消
8／18 ガバナー補佐訪問
8／25 ガバナー公式訪問
8／22 ガバナー公式訪問

『 地区役員の紹介 』
地区インターアクト委員会
委員長 才高人思
地区諮問委員会
委員 永田義邦
地区危機管理委員会
委員 才高人思
地区ＲＬＩ推進委員会
委員 塩崎吉康
地区社会奉仕小委員会
委員 鞍野 誠
地区国際青少年交換委員会
委員 高木章祐
地区ロータリー財団監査委員会 委員 中村総一郎
地区ロータリー米山記念奨学会委員会
委員 谷道伸也

会長挨拶

2022-23 年度
高岡ロータリークラブ
会長 谷道 伸也

歴史と伝統を誇る高岡ロータリークラブ７２代目の会
長をお引き受けすることとなり身の引き締まる思いで
す。２０年前に入会させていただき、素晴らしい先輩方
との出会いにより私の人生は変わりました。高岡クラ
ブの一員として恥ずかしくない人間に成長したいと心
より思いました。それが私のロータリークラブの始ま
りです。そしてこの度ロータリーから受けた恩をお返
しする機会をいただき全力投球で活動してまいります。
２０２２－２０２３年度 RI 会長 Jennifer E. Jones 氏
のテーマは「イマジンロータリー」
。
そして DEI（Diversity 多様性、Equity 公平、Inclusion
包含）を重視していると述べておられます。
また、黒川伸一ガバナーの地区メッセージは「ロータリ
ーと共に」。地区内６４クラブを調査し問題点があれば
解決策をクラブと一緒に模索すること、ポリオの根絶
にむけて支援の行動を起こすことを表明されています。
その方針を踏まえ高岡クラブの状況に応じ、考動して
行きたいと思います。
YOU ARE ROTARY
ロータリーがつまらなければ、それは自分がつまらな
くしているのではないでしょうか？
ロータリーがダメだというなら、自分がダメにしてい
るのではないでしょうか？
なぜなら私たち自身がロータリーなのですから。
私たちロータリーは、信仰、障害の有無、文化や出身国
の違い、また LGBTQ などすべての多様性を受け入れ、
公平に接し、それを強みとした社会貢献活動や奉仕活
動を行っています。そしてその活動は楽しく意義ある
ものにしなければならないと考えます。
皆さまと共に素晴らしいロータリーを作り上げていき
ましょう。会員各位のご支援、ご協力をよろしくお願い
いたします。

『

新理事役員就任挨拶 』

副会長（クラブ運営管理）塩崎
会長エレクト
大谷
会計
吉井
筆頭理事
前川
理事
若野
理事（直前会長）
山本
理事（職業奉仕）
山下
理事（社会奉仕）
鞍野
理事（青少年奉仕）
菅野
理事（国際奉仕）
北村
副幹事（R 財団）
中川

吉康
嘉一
治
俊朗
恒彦
毅
清胤
誠
克志
耕作
潔

『 新委員長挨拶 』
職業分類委員長
雑誌
〃
会員選考
〃
会員増強
〃
プログラム 〃
ロータリー情報 〃
公共イメージ 〃
地域発展
〃
環境保全
〃
国際青少年交換 〃
世界社会奉仕
〃
米山記念奨学会 〃
次次年度会長候補選考 〃
RLI
〃

才高 人思さん
四津谷道宏さん
加藤 一博さん
中沖 雄さん
井畠 克昌さん
北野 繁さん
千田 祐司さん
荒井 公浩さん
吉岡 周さん
長柄 洋一さん
牧野 明さん
柳澤 剣治さん
室崎 靖さん
中村 総一郎さん

