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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 唱和
ゲ ス ト 国際青少年交換プログラム
派遣交換留学生 柳沢智也 さん
会長挨拶／報告
■誕生祝 加茂輝隆 君 〔7/15・62 才〕
■地区役員に委嘱状交付
■竹田新入会員にエンブレム他贈呈
■派遣交換留学生にバナー等贈呈
幹事報告
■決算理事会⇒7/14 18:00～ なごみ庵
■当クラブ米山記念奨学会寄付累計額が 5,000
万円を超え、地区大会にて表彰されるとのこ
と。御協力に感謝。
■伏木高校にて当クラブ河村会員が「職業人講
話」講師をするお知らせと御礼。
■ロータリー財団 100 周年記念誌のご案内
委員会報告
■雑誌…ロータリーの友 7 月号紹介
■環境保全…高岡古城公園清掃のお知らせ
新会員プロフィール
氏
名：竹田 光宏（59 才）
職業分類：
【テレビ放送】
勤 務 先：(株)チューリップテレビ
役
職：取締役営業局担当
入 会 日：2016 年 7 月 14 日

出席報告

7/1 期初 70 名

(内名誉会員 2 名)

正会員／69 名 出席免除／5 名 (本日出席 2 名)
本日の出席率／81.81％ 前々回出席率／100%

ニコニコＢＯＸ
＜ 19 件
63,000 円 ＞
花田会長／国際青少年交換留学生として柳沢君が
7/16 に出発されます。帰国後の報告を楽しみに
しています。本日は新委員長の挨拶があります。
一年間よろしくお願い致します。竹田さん入会
おめでとうございます。早くクラブに慣れてい
ただき、ご活躍を期待しております。
岡本(欣)君／青少年交換プログラムの柳沢君、一年

間健康に気をつけて頑張ってきてください。帰
国後を楽しみにしています。
藤田君／花田年度の大願成就を祈念しております。
そして今年度交換留学生として柳沢智也（甥）
が、オーストラリアメルボルンに向け数日後に
出発します。一年間御面倒をおかけしますがよ
ろしくお願い申し上げます。
柳澤君／国際青少年交換プログラム留学生柳沢智
也君、元気で行って来てください。又、竹田さ
ん高岡 RC へようこそ。
竹田君／本日より入会させていただくことになり
ました。とても光栄に感じております。今後と
もどうか宜しくお願い致します。
松原君／竹田さんの入会を祝して。お母様にお世
話になりました。
才高君／伏木高校、職業人卓話を高岡クラブを代
表して河村さんに引き受けていただきました。
感謝申し上げます。柳沢君、オーストラリア楽
しんでください。
加藤君／本年度青少年奉仕委員長を仰せつかりま
した。又、地区青少年交換委員会へも引き続き
出向致します。8／7 からのベルギー短期交換学
生の受入、8 月下旬からの長期交換学生 Harley
君のカウンセラーと何かと気忙しい 1 年ですが、
皆様のご協力のもと微力ながら頑張りたいと思
います。
板谷君／花田年度のスタートおめでとうございま
す。本年度は職業分類委員長を努めさせて頂き
ます。よろしくお願いします。7/9 次男（板橋
RC で通訳をさせて頂いた息子）が東京の湯島天
満宮で結婚式をあげました。息子 2 人共無事結
婚でき、親として一安心です。これからは妻と 2
人アモーレです！
立浪君／雑誌委員長をさせていただきます。よろ
しくお願い致します。
伏江君／皆出席祝有難うございました。本間直前
会長一年間ご苦労様でした。花田丸が無事目的
地に到着できますよう微力ながらパワーの風を
送ります。頑張ってください。
小間君／地区ロータリーの友代表委員として最後
のお仕事となったロータリーアットワークの今
月号縦 28 ページをご覧ください。
鞍野君／本日、本間年度最後の決算理事会が開催

されます。旧理事の皆様よろしくお願いします。
最近良い事が続いています。高岡信用金庫広小
路支店様のゴルフコンペで優勝しました。室崎
広信グリーン会会長有難うございました。本日
早退に付失礼しました。
塩崎(有)君／7/10 呉羽昭和会に Net68 と―3 でま
た優勝し 5、6、7 月と 3 連勝してしまいました。
こうなったらアンダーハンディーの有利なうち
に 4～5 連勝と狙いたいものです。
中野君／去る 7/11、身にあまる事ながら国土交通
大臣表彰を賜わりました。今後共業界発展のた
め精励します。有難うございました。
浅野君／6/23 に入会させて頂きました。この日は
59 才の誕生日であり、記念すべき日となりまし
た。花田会長様はじめ皆様よろしくお願い致し
ます。
本多君／前回皆出席祝有難うございます。
加茂君／誕生祝を頂き有難うございました。出張
中ですのでお許しください。7 月は、林業団体の
総会が多く、次週もぶつかります。御面倒をお
かけしますが、よろしくお願い致します。
高野君／誕生祝、皆出席祝有難うございました。3
連休に帰省して 58 才の誕生日を家族全員で祝っ
てくれるので楽しみにしています。感謝。これ
からも花田会長を皆様と共に支えて頑張ってい
きたいと思います。

古城公園清掃奉仕
とき／8 月 7 日（日） 6：30～8：00
集合／高岡古城公園 本丸広場
※

メーキャップとなります。

今後のプログラム等予定
７/２１

卓話
日本銀行富山事務所長 武田英俊 氏

7/28

納涼夜間例会・懇親会
例 会：桐の間
18：00～
懇親会：鳳凰の間 18：20～

８/４

早朝例会：国宝瑞龍寺
卓話 瑞龍寺住職 四津谷道宏 氏
6:00～6:20 座禅（座禅堂）
6:30～6:40 例会（大茶堂）
6:40～7:00 卓話

８/６

第 1 回親睦ゴルフ大会
場所：明智ゴルフ倶楽部 荘川ゴルフ場
集合：高岡スポーツコア駐車場
時間：7:45 バス出発

８/１１

－取消－〔クラブ定款第 6 条第 1 節 C〕

本日のプログラム

新 委 員 長 挨 拶

軍手・鎌は、各自持参ください。

※ クラブ定款第 9 条第 1 節 a 5 により

今回高岡ロータリークラブさんには地元クラブとして送り出してもらい
また、色々と準備や手続きのお手伝いをはじめ、このようなスピーチの
場まで設けて頂き本当に有難うございます。さて、とうとう出発の日も
迫っており、僕は明後日 16 日夜の便でオーストラリア ベンディゴ 9800
地区 へ出発します。
今回のプロジェクトに参加させて頂いて、各オリエンテーションでは、
多くの事を教えて頂き本当に回りの人に恵まれているなと思える一年間
でした。
僕はこのプロジェクトを通して、もうすでに沢山の人と出合い、沢山の勉強をさせて頂いて
いることを実感しています。高岡ロータリークラブより送り出して頂けるからこそ僕は自身
を持って留学先で地元や日本のことを積極的に紹介でき、就学先ではたくさんの事を吸収
し、成長することが出来ると思います。これからの一年間は感謝の気持ちを忘れずに日々を
楽しみ日々を学んできます。
最後に来年またこの場をおかりして報告のご挨拶が出来れば嬉しいです。
先ずは一年全力で頑張ってきます。有難うございました。
派遣交換留学生 柳沢智也

