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２０１６‐１７年度 【ガバナー／岡部一輝】

高 岡 ロータリークラブ
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会長／花田修一 幹事／才高人思
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例会日：木曜日 12:30～13:30 創立：１９５１／１１／１５ チャーターナイト：１９５２／４／１５ 創立順位：No.68

司会 塩崎(有) 会場監督 点鐘 花田 会長
ロータリーソング／四つのテスト
ゲスト
国際ロータリー第 2610 地区
ガバナー 岡部 一輝 氏
富山第 3 分区ガバナー補佐
上田 雅裕 氏
地区幹事 澤田 喜朗 氏
交換留学生
ﾊｰﾘｰ ｼﾞｪｲ ﾒｰﾙﾎｰﾝ 君
ビジター 京都北 RC 1 名
会長挨拶／報告
■誕生祝 大野茂利君 〔9／15・56 才〕
金森健祐君 〔9／24・54 才〕
■ハーリー君に 9 月分お小遣いを渡す。
■米山功労者の方々に感謝状贈呈
第 3 回マルチプル
岡本欣治君
第 1 回米山功労者
荒井 毅君
■PHF の方々にフェローピンの贈呈
ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ PHF 2 回目 岡本欣治君
ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ PHF 1 回目 田中 哲君
幹事報告
■理事会⇒9／15 13:30～ HN ｵｰﾀﾆ 桐の間
■9／22 例会は
「クラブ定款第 6 条第 1 節 C」により取消
■2 番ﾃｰﾌﾞﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ⇒9／22 19:30～ やまざき
■RI 会長テーマのバナー披露
■「My Rotary」アカウント登録のお知らせ
委員会報告
■地域発展…65 周年記念講演会の案内
ニコニコＢＯＸ

＜

15 件

54,000 円 ＞

岡部ガバナー／公式訪問にまいりました。宜し
くお願い申し上げます。
上田ガバナー補佐／本日はよろしくお願いしま
す。
澤田地区幹事／公式訪問に同行させて頂きまし
た。宜しくお願い申し上げます。
花田会長、岡本君、才高君／岡部ガバナー、上
田ガバナー補佐、澤田地区幹事に公式訪問い
ただきました。感謝申し上げます。今後とも

宜しくお願い致します。
永田君／・岡部ガバナーのご来訪歓迎いたしま
す。スローガンの「語り合おうロータリー!!」
の理解が深まることを願っています。
・又、22 日、23 日の地区大会を楽しみにして
おります。
塩崎(有)君／岡部ガバナー、上田ガバナー補佐、
地区幹事澤田さん、公式訪問皆さんご苦労様
です。
若野君／岡部ガバナーようこそ！歓迎申し上げ
ます。地区の米山では大変お世話になりまし
た。改めて感謝致します。本日の卓話楽しみ
にしております。
津嶋君／ガバナー公式訪問心より感謝申し上げ
ます。素晴らしいご活躍お見事です。本日は
東京出張のため失礼致します。
藤田君／岡部ガバナーようこそいらっしゃいま
した。そして交換留学生柳沢よりマンスリー
レポートが届き一安心しております。感謝。
室崎君／岡部ガバナーをお迎えして。二度のバ
ンド共演有難うございました。
河村君／岡部ガバナーいつもお世話になってお
ります。本日はようこそ高岡 RC へ。明後日の
監査委員会も宜しくお願い致します。本日早
退させて頂きます。
竹中君／岡部ガバナー、上田ガバナー補佐、澤
田地区幹事をお迎えして。本日はよろしくお
願いします。村上館長ようこそ高岡 RC へ。
多田君／8 月古城公園、9 月前田公墓所清掃に多
くの皆様方に御参加をいただき有難うござい
ました。前田の御殿様も大変喜んでいらっし
ゃると思います。
中村君／小間印刷さんはじめマスコミ各社さん
のご後援の協力も頂いて 65 周年記念講演会の
案内チラシを本日、皆様にお渡し出来る運び
となりました。皆様のお力添えに感謝申し上
げます。
金森君／誕生日祝有難うございます。

本日のプログラム

岡部一輝ガバナー

公式訪問

岡部ガバナーと理事役員の記念撮影

出席報告

7/1 期初 70 名

(内名誉会員 2 名)

正会員／70 名 出席免除／6 名 (本日出席 1 名)
本日の出席率／90.7％ 前々回出席率／100%

10／22（土）1 日目 砺波市文化会館
12:30 指導者育成セミナー
▼
講師：
（社）日本ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ連盟理事長
14:20
吉崎 正弘 氏
14:50 本会議Ⅰ
▼
【地区役員、地区委員長、現次期会長幹事
16:50
五大奉仕委員長】
18:00 RI 会長代理ご夫妻歓迎夕食会
▼
【地区役員、会長・幹事】
20:00
会場；砺波ロイヤルホテル
10／23（日） 2 日目 砺波市文化会館 【全会員】
13:00
▼
14:20
14:45
▼
16:00

ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｱﾄﾗｸｼｮﾝ
本会議Ⅱ－1
記念講演
講師；東洋思想研究家・作家
境野 勝悟 氏

【理事会報告】
※新会員推薦・承認の件⇒承認
水持雅芳 氏 事業所：水持産業(株)
上野貴司 氏
〃 ：（株）ウエノ
※R 財団 100 周年記念ニコ BOX への協力⇒承認
ニコ BOX 委員会から地区へ 70,000 円寄付
※高岡 RC 創立 65 周年記念事業「R 財団への寄付」
金額変更の件⇒承認
寄付金額 20 万に変更
※「高岡市歯と口腔の健康づくり推進プロジェクト」
講演会開催の件⇒承認
主催：富山第 3 分区 6RC
地区への負担金 社会奉仕より 20,000 円支出
※米山奨学生 Olena さんに対するクラブ支援 1 年
延長の件⇒承認
クラブ負担金 840,000 円（各会員 12,000 円寄付）
【報告】
※ベルギー短期交換学生受入収支報告

16:20
▼
17:00
18:00
▼
20:00

本会議Ⅱ-2（表彰）
大懇親会
会場：砺波ロイヤルホテル

地区大会の RI 会長代理が決定
志田 洪顯（しだ ひろあきら）
第 2620 地区 (静岡)
志田洪顯パストガバナーは
2620 地区 2013-2014 年度のガバナー。
静岡経済同友会静岡協議会代表理事、各種
団体など重責を多く歴任され、現在は静岡
県警察公安委員会委員でもあり、行政面で
もご活躍されています。

