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高 岡 ロータリークラブ
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No. 1

会長／花田修一 幹事／才高人思

Rotary

Serving

例会日：木曜日 12:30～13:30 創立：１９５１／１１／１５

司
会 塩崎(有) 会場監督 点鐘 花田 会長
国歌斉唱／ロータリーソング
ロータリーの目的 朗読／四つのテスト 唱和
ゲ ス ト
米山奨学生 オレナ 氏
幹事ゲスト
(株)チューリップテレビ
取締役 竹田 光宏 氏
会長挨拶／報告■誕生祝 高野 泉君〔7/13・58 才〕
■皆出席表彰 本多剛治君〔39 年〕
本間比呂詩君〔19 年〕
田中 哲君 〔14 年〕
伏江 努君 〔14 年〕 中村総一郎君〔9 年〕
齊藤栄吉君 〔8 年〕
大島悦男君 〔3 年〕
加茂輝隆君 〔2 年〕
高野 泉君 〔1 年〕
■米山奨学生に 7 月分奨学金を渡す。
■親睦ゴルフ大会“会長賞”の披露
幹事報告
7 月のロータリレート 1＄＝102 円
■配布／会員証、ガバナー月信 7 月号
■交換受入学生特別徴収の協力依頼
委員会報告■会場監督…テーブルマスター選任依頼
■国際青少年交換…ホストファミリー募集のお知らせ
■親睦…第 1 回親睦ゴルフ案内
ニコニコＢＯＸ
＜ 22 件
84,000 円 ＞
花田会長／今日初めて会長として例会を迎えました。
非常に緊張しています。一年間皆さんのために頑
張りますのでよろしくお願いします。また、竹田
さんを幹事ゲストとしてお迎えし、嬉しく思って
います。
岡本(欣)君／今日から花田年度がスタートします。一
年間副会長を務めさせて頂きます。何卒宜しくお
願いします。
才高君／幹事ゲストとして、竹田光宏さんをお迎え
しました。今後とも宜しくお願いします。幹事役
を拝命しました。一年間宜しくお願い致します。
田中君／ゲストに高校、大学の同級生竹田光宏さん
をお迎えして。皆出席祝有難うございました。
竹中君／竹田さん、ようこそ高岡ＲＣへ。よろしく
お願いします。
本間君／昨年度一年間大変お世話になり誠に有難う
ございました。皆出席祝有難うございます。
永田君／・直前会長になられた本間さんご苦労様で
した。会長になられた花田さん、役員の皆さん、
元気で楽しいクラブ運営に期待致します。ます。

Humanity

チャーターナイト：１９５２)／４／１５

創立順位：No.68

・私事ですが、この度労働安全衛生に貢献したこ
とにより 7 月 1 日厚労省において厚生労働大臣表
彰を受賞致しました。今後とも医療事業に邁進す
る所存であります。感謝。
塩崎(有)君／本間丸の無事航海帰港を祝すと共に執
行部の皆さんご苦労様でした。又本日より花田丸
が出帆しますが皆さんどうぞ宜しくお願いします。
また、30 年振りに SAA を努めますので宜しくお
願いします。
西村君／会長エレクトとして、来年のため勉強致し
ますのでよろしくお願いします。
吉岡君／花田年度がスタートしました。会計を拝命
いたしました。一生懸命がんばりますので宜しく
お願い致します。
室崎君／花田新会長一年間楽しくお願いします。微
力ながら理事の一人としてお手伝いさせて頂きま
す。
金森君／親睦委員長を仰せつかりました。皆様の親
睦が、益々深まりますように活動をしていきます
ので一年間どうぞ宜しくお願い致します。
小間君／本間さんご苦労様でした。花田会長のご活
躍を祈念しています。
津嶋君／七夕に初例会スタートおめでとうございま
す。花田新会長以下スタッフの皆様の弥栄を祈念
申し上げます。
山本(毅)君／花田丸の出航を祝って。7/10 の参院選
の投票をお願いします。選挙管理委員 山本毅。
中村君／花田丸の出航を祝して。今年度は山本(政)
さん、中川さんとともに地域発展委員会として頑
張ります！皆出席祝 御礼。
加茂君／いよいよ花田年度がスタートします。職業
奉仕委員長として頑張りますのでよろしくお願い
致します。また皆出席祝有難うございました。
駒井君／花田丸の出航を祈念して。
山田君／7 月以降も引き続き高岡で勤務させて頂い
ております。今回ニコ BOX 委員長の重責をまかせ
られ緊張しておりますがよろしくお願い致します。
4 番テーブル／全員出席です。永田、前川、河村
田中、中野、金森、坪田、渡辺、島
大島／皆出席祝有難うございます。
谷道／すみません。早退させて頂きます。
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2016‐17 年度
会長 花田 修一

[方 針 ]

クラブの精神を見つめ直し、ロータリーの目的の達成に向けて

高岡ロータリークラブのメンバーは、地域社会でも国際社会でも、職業人、組織人間と
してだけではなく、一人の人間として通用する人物であるべきだと考えます。確かな思
想、信条を持ち、堂々としており、しかし、決して偉ぶらない、礼儀正しく、ユーモア
にも満ちて、人にも好かれ、立派に振る舞うことができる、そのようなロータリアンで
ありたいと願います。ロータリークラブの精神は、各ロータリアンが職業奉仕を通じて、
職業倫理を高め、そこから広がる社会奉仕と国際親善を行うことを目的とします。私た
ちは、ロータリーの目的達成のため行動を興します。
[運 営 ]
① クラブメンバーのための例会の充実
○例会の卓話者は月一回以上県外からロータリアンのネットワークで来ていただき、より良い例会プ
ログラム、講師を選定することに努める。
○例会において、SAA は会務全体の監督、総評を行っていただき、会長は会務の進行、副会長は会
長の補佐、卓話者の接待、幹事は会務の報告を行う。
○月一回は「ロータリーの目的」を朗読し、毎回「四つのテスト」を唱和する。
② 創立 65 周年記念式典・祝賀会の開催
先輩諸兄の功績をたたえ、さらなるロータリーの目的の達成を誓う場とする。
③ 創立 65 周年記念講演会の開催
郷土高岡の市民に感謝の気持ちをこめて、皆の為になる公開講演会を開催する。広報活動に注力し、
ロータリーの公共イメージ向上に努める。
④ 台湾板橋ロータリークラブの創立 50 周年記念式典・祝賀会への参加
1969 年（昭和 44 年）4 月 3 日に姉妹クラブの締結をして 48 年目になる台湾板橋ロータリーク
ラブが創立 50 周年を迎えます。記念式典・祝賀会にメンバーそしてご夫人（夫人の旅行会を兼ねる）
合わせて 50 名以上参加をして、祝福をする。
⑤ ＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ・研究会）の取組み
将来のクラブ指導者を育成するために、ロータリーに関する充分な知識を持ち、各種プログラムを推
進するために充分な指導力を発揮できる様、研修の機会を提供する。
クラブのために一生懸命にお世話をしますので、よろしくお願いします。
国際ロータリー第 2610 地区
2016‐17 年度 地区役員 の方々

本日のプログラム；

新理事役員の挨拶

《副会長・クラブ奉仕委員長(理事)》
《会長エレクト(理事)》
《幹事(理事)》
《会計(理事)》
《副幹事》
《会場監督(理事)》
《筆頭理事》
《理事》
《直前会長(理事)》
《職業奉仕委員長(理事)》
《社会奉仕委員長(理事)》
《青少年奉仕委員長(理事)》
《国際奉仕委員長(理事)》
《親睦活動委員長(理事)》

岡本欣治
西村博邦
才高人思
吉岡 周
竹中伸行
塩崎有克
菅野淳一
室崎 靖
本間比呂詩
加茂輝隆
田中 哲
加藤一博
齊藤栄吉
金森健祐

副ガバナー、諮問委員会 委員
クラブ奉仕部門 B カウンセラー
地区ガバナー指名委員会 委員

永田義邦 PG

立法研究委員会 委員長
国際奉仕委員会 委員
国際青少年交換委員会 委員
地区監査委員会 委員
危機管理委員会 委員

津嶋春秋
藤田益一
加藤一博
河村拓栄
中村総一郎

今後のプログラム等予定
７/１4 各委員長挨拶
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～

