
司会 塩崎（吉）会場監督 

点鐘 本間 会長 

国家斉唱／ロータリーソング 

ゲスト  米山奨学生 Trush Olena Igorivna 氏 

ビジター 射水 RC 1 名 

会長挨拶／報告 

■皆出席表彰  

本多剛治君  〔38 年〕   本間比呂詩君〔18 年〕 

田中 哲君  〔13 年〕  伏江 努君  〔13 年〕 

中村総一郎君〔8 年〕  齊藤栄吉君  〔7 年〕 

大島悦男君  〔2 年〕 

■米山奨学生に 7 月分の奨学金を渡す。 

■親睦ゴルフ会長賞披露。 

■地区役員に委嘱状を渡す。 

幹事報告  7 月のロータリレート 1＄＝124 円 

■配布／ガバナー月信 6 月号、7 月号、会員証、ロータ 

リーの友 7 月号、2014-15 年度都市連合会報告書 

永田 PG から各会員に感謝の品、加越能バス時刻表 

■次週例会は『ガバナー補佐訪問』例会後『ガバナー補

佐によるクラブアッセンブリー』開催のお知らせ。 

■高岡 RC の HP リニューアルのお知らせ。 

委員会報告 

■社会奉仕…社会奉仕委員会アンケートの依頼 

■SAA…テーブルマスター選任 

 

ニコニコＢＯＸ  ＜  24 件     100,000 円   

本間会長／いよいよ新年度を迎えました。非力ではあり

ますが、高岡 RC の為に力を尽くしてゆきたいと存じ

ます。一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 

永田君／ガバナーの任務を健康で大過なく終えること

が出来ました。これも偏に高岡 RC 会員の物心両面に

わたるご支援のおかげです。誠に有難うございました。

お礼の気持ちで粗品を贈らせて頂きます。ご笑納くだ

されば嬉しく思います。パストガバナーとして。 

藤田君／昨年度は多くの方々に御世話になり、無事に会

長の大役を終えることが出来ました。感謝申し上げま

す。本間年度がスムーズに行きます様応援させて頂き

ます。感謝。 

山本（毅）君／本年度副会長を務めさせて頂きます。ど

うぞ本間丸によろしく御支援御協力下さいますよう

お願い申し上げます。 

本多君／永田ガバナー１年間本当にご苦労様でした。藤

田会長、笹川、若野その他多くの方々のお陰で楽しく、

思い出に残る一年になりました。有難うございました。

本間さん、山本（毅）さん初め執行部の方々の御健闘

を祈念します。合掌。 

塩崎（有）君／永田パストガバナー１年間大変お疲れ様

でした。又、藤田丸の大航海の上、無事帰港をお祝い

申し上げますと共に執行部の皆さんご苦労様でした。

そして本日出帆の本間丸の安全航海を祈ります。 

炭元君／本間丸の出航を祝って。 

松原君／本間丸の船出をお祝いして。 

小間君／本間会長、健康で１年を。本年も「友」宜しく。 

津嶋君／旧年度では地区幹事として大変お世話になり、

有難うございました。新年度では、理事としてよろし

くお願い申し上げます。 

花田君／いよいよ会長エレクトになりました。気をひき

しめ、次年度にそなえていきます。どうぞよろしくお

願いします。 

鞍野君／本間会長の下、幹事の役を拝命しました。クラ

ブ運営の中でいろいろ至らぬ点もあるかと思います

が、皆様の協力を得ながら一生懸命努めます。１年間

よろしくお願い致します。 

才高君／副幹事を拝命しました。来年のために１年間一

生懸命勉強したいと思います。 

岡本君／今年度青少年奉仕委員長をさせて頂きます。一

年間どうぞ宜しくお願いします。 

塩崎（吉）君／本日より１年間会場監督 SAA を努めま

す。楽しくスムーズな進行を心がけてやりますのでよ

ろしくお願いします。 

中川君／本年度親睦委員長を努めます中川です。不慣れ

ではありますが１年間頑張りますのでよろしくお願

いします。 

加茂君／ニコ BOX 委員長を拝命致しました。1 年間よ

ろしくお願いします。合言葉は「いいこと なんでも

ニコ BOX」です。 

草木君／バスのポケット時刻表ができました。実は会社

としてポケット版の時刻表を初めて作りました。これ

も新幹線効果でしょうか？ご利用ください。2 万部作

りましたので、どれだけでもご用意致します。（実は

作りすぎて処分に困っています。助けて下さい。）バ

スのご利用をお願い致します。 

田中君、伏江君、齊藤君、大島君／皆出席祝を頂き有難

うございます。 

1 番テーブル／全員出席です。菅野、藤田、室崎、小竹 

 谷道、中野、大川、山口、塩崎（吉） 

谷道君／早退させて頂きます。 
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出席報告    7/1 期初 70 名 (内名誉会員 2 名)  

正会員／68 名  出席免除／4 名 (本日出席 1 名) 

本日の出席者 (MU 含)／53 名  

本日の出席率／93.84％ 前々回修正出席率／98.46%    

         

会 長 挨 拶 
 
         高岡ロータリークラブ 

    会長 本間 比呂詩 

 
   ＝高岡ロータリークラブ６４周年目の会長として＝ 

 

 方針 内部充実型として 

メンバー中心。メンバーの為のロータリークラブで

ある。親睦は大切。例会充実。楽しくなければロー

タリーではない。笑いがあり、ユーモアもあり、そ

してウィットに富んでいる。明るく、心豊かに。従

って、当然会員を勧誘したくなる様に。 

 

 運営のやり方 方針と方向性は打ち出して行く 

各事業や行事は基本的には各委員長に委ねる。 

早めに会長方針は伝える様に心掛けますので、後は

委員長が裁量権を持って組み立てて詰めて行って

欲しい。是非とも委員会メンバーのご協力をお願い

したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 年間の行事・イベント 大きく三つのイベントがある  

〇 板橋 RC との 3 年毎の姉妹締結年度。  

〇 継続事業としての利長公シンポジウムⅡの開催。 

〇 日台親善会議への協同参画。(2016/6 金沢で開 

 催) 

 

 委員会構成等 ロータリーのエンブレム(輪番)に沿って 

 〇 いろんな方に経験してもらいたい。 

〇 ロータリーとして。(順番に) 

〇 転勤族にも機会を設けて役割を担って頂く。 

 

今までお世話になってきたことに感謝しながら会長を務

めます。１年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

本日のプログラム；新 理 事 役 員 挨 拶                

            
《会長》            本間 比呂詩 

《副会長（クラブ奉仕委員長）》  山本 毅 

《会長エレクト》        花田 修一 

《幹事》            鞍野 誠 

《会計》            奥川 裕 

《副幹事》            才高 人思 

《会場監督》           塩崎 吉康 

《理事》             小間 茂雄 

《理事》                津嶋 春秋 

《理事（直前会長 

戦略計画委員長)》    藤田 益一 

《理事（職業奉仕委員長）》        大島 悦男 

《理事（社会奉仕委員長）》     大谷 嘉一 

《理事（青少年奉仕委員長）》     岡本 欣治 

《理事（国際奉仕委員長）》     田中 哲 

《理事（親睦活動委員長）》     中川 潔 

 

★第 2610 地区 地区役員の方々 

 ガバナー指名委員会委員長    永田 義邦 

 日台親善会議実行委員会顧問     〃 

諮問委員会委員           〃 

 職業奉仕部門カウンセラー      〃 

 表彰審査委員会委員長      津嶋 春秋 

 雑誌委員会委員長        小間 茂雄 

 ロータリーの友地区委員       〃 

 地区監査委員会委員       河村 拓栄 

 広報委員会委員         二上 桂介 

 国際青少年交換委員会委員    加藤 一博 

      〃          才高 人思 

 R 米山記念奨学会委員会委員   谷道 伸也 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           

                              

・高岡 RC は、組織体としての基盤がしっかりと引

き継がれている。 

・メンバーの品位や、バランスの取れた考え方、個

性。そしていざと言う時の持っているパワーの強

さがある。 

 

今後のプログラム等予定 

7/9  ガバナー補佐訪問 

      例会後 ガバナー補佐によるクラブ 

アッセンブリー 於：桐の間 

7/16 ガバナー公式訪問 

   例会後 理事会 於：桐の間 

7/23 納涼夜間例会・懇親会（氷見 RC と合同） 

   例 会：18：00 HN ｵｰﾀﾆ高岡 瑞龍の間 

   懇親会：18：20   〃    鳳凰の間 

7/30 卓話 高橋 陽子 氏 

8/6 早朝例会 於：国宝瑞龍寺 

   6：00～ 座禅（座禅堂） 

   6：20～ 例会（大茶堂） 

   例会後 第 1 回親睦ゴルフ大会  

於：軽井沢 72 ゴルフ場 

8/13 クラブ定款第 6 条第 1 節 C により「取消」 
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