
司 会 立浪 会場監督  点 鐘 室崎 会長 

国歌斉唱／ロータリーソング 

ゲスト 

㈱協和総商 代表取締役社長 石崎 仁康さん 

㈱読売新聞東京本社北陸支社 北陸支社長  

森田 清司さん 

㈱富山銀行 常務取締役 中沖 雄さん 

北陸電力 株式会社 高岡支店 高岡支店長 

塚田 修司さん 

会長挨拶／報告 

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

◇皆出席表彰 

田中  哲 さん（17 年） 

伏江  努 さん（17 年） 

中村 総一郎 さん（12 年） 

加茂 輝隆 さん（5 年） 

浅野 弘昭 さん（3 年） 

島  尚之 さん（3 年） 

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

◇本日ご入会の新入会員にバッチ他贈呈 

 ＊石崎 仁康さん 

     山本会員から紹介 

     石崎新入会員の入会挨拶 

＊森田 清司さん 

     加藤会員から紹介 

     森田新入会委員の入会挨拶 

＊中沖 雄さん 

     若野会員から紹介 

     中沖新入会員の入会挨拶 

＊塚田 修司さん 

梶谷会員から紹介 

     塚田新入会員の入会挨拶 

 

 

 

 

幹事報告    

■配布／会員証 

■ガバナー月信について、２０１９－２０２０年度は、

松本ガバナーの「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＄＝１０８円  

（６月のロータリーレート １$＝１１０円） 

 

 

２０１9‐20年度 【ガバナー／松本 耕作】                         第３２82回 

高岡ロータリークラブ              ２０１９／7／4 

会長／室崎 靖 幹事／金森 健祐                      No.1

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 

新会員のプロフィール 

 

氏  名：石崎 仁康（49 才） 

職業分類：広告代理業 

勤 務 先：(株)協和総商 

役  職：代表取締役社長 

入 会 日：2019 年 7 月 4 日 

新会員のプロフィール 

 

氏  名：森田 清司（56 才） 

職業分類：新聞 

勤 務 先：(株)読売新聞 

東京本社北陸支社 

役  職：北陸支社長 

入 会 日：2019 年 7 月 4 日 

 

新会員のプロフィール 

 

氏  名：塚田 修司      

職業分類：電気供給 

勤 務 先：北陸電力(株)高岡支店 

役  職：高岡支店長 

入 会 日：2019 年 7 月 4 日 

 

新会員のプロフィール 

 

氏  名：中沖 雄（57 才） 

職業分類：普通銀行 

勤 務 先：(株)富山銀行 

役  職：常務取締役 

入 会 日：2019 年 7 月 4 日 

 



室崎会長／いよいよ新年度がスタートしました。一年

間老骨に鞭打って頑張りますので、会員の皆様には

暖かいご支援ご協力を何卒よろしくお願い申し上げ

ます。理事、役員の皆様にもどうぞよろしくお願い申

し上げます。 

駒井副会長／室崎会長年度のスタートです。一年間ど

うぞ宜しくお願い致します。 

金森幹事／幹事を拝命致しました。一年間宜しくお願

い致します。 

永田君／加藤年度の役員委員の皆さんご苦労様でした。

令和元年、室崎年度の輝かしい執行体制のスタート

を祝います。 

塩崎（有）君／加藤丸の無事帰港を祝すと共に執行部の

皆さんお疲れさまでした。又本日より出帆されます

室崎丸の一年間の航海安全をお祈り致します。 

松原君／室崎丸の門出大成ご祈念申し上げます。 

藤田君／室崎丸の船出を祝して無事目的を達成されま

す様祈念しております。感謝。 

加藤君／室崎丸の船出を祝して！諮問委員長を拝命し

ました。 

河村君／室崎会長、一年間頑張ってください。会長エレ

クトとして少しでもお役に立てるよう努力致します。 

山本（毅）君／室崎丸の出航をお祝いします。本日は誕

生祝を頂きまして有難うございます。 

伏江君／室崎年度、無事目的港に着くようお祈りして

おります。皆出席お祝有難うございます。 

田中君／駒井副会長、頑張ってください。皆様一年間あ

りがとうございました。お気楽な前任者、田中。皆出

席祝いありがとうございます。 

岡本（欣）君／担当委員会を持たない理事に就任いたし

ました。一年間宜しくお願いします。また今月弊社社

長職を長女に譲り会長に就任しました。こちらも併

せてよろしくお願いします。 

中野君／室崎年度の門出を祝して。 

竹中君／室崎丸の出航を祝して。一年間よろしくお願

いします。 

吉岡君／室崎会長、本日はおめでとうございます。いよ

いよ「室崎丸」がスタートしました。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。 

稲田君／新年度、職業奉仕委員長で活動させていただ

くことになりました。よろしくお願い致します。 

折井君／祝！新年度宜しくお願い致します。 

石崎君／協和総商 石崎です。会長に代わり入会させて

いただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

森田君／吉村の後任の森田です。宜しくお願いします。 

塚田君／村杉の後任の北陸電力の塚田です。山田、村杉

に負けずに頑張りますので宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

『 地区役員の紹介 』 

地区諮問委員会・地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ指名委員会 

               各委員 永田 義邦 

地区 RLI 委員会運営部 委員 藤田 益一 

地区国際青少年交換委員会 委員 高木 章裕 

地区ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員会 委員 才高 人思 

地区ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会委員会 委員 菅野 克志 

 

『 新理事役員就任挨拶 』  

副会長（クラブ奉仕）  駒井 宏 

会長エレクト      河村 拓栄 

会計          梶谷 英治 

筆頭理事        永田 義邦 

理事          岡本 欣治 

理事（直前会長）    加藤 一博 

理事（職業奉仕）    稲田 祐治 

理事（社会奉仕）    多田 誠一郎 

理事（青少年奉仕）   菅野 克志 

理事（国際奉仕）    高木 章裕 

副幹事（R 財団）    北野 繁 

 

 

 

 

会長挨拶 

 

            2019-20 年度 

            高岡ロータリークラブ 

 

            会長 室崎 靖 

 

 

会長エレクトとしての様々な研修に於いて、RI、地区共

に、会員減少に象徴されるロータリーの退潮に対する

強い危機感、そしてその対策として戦略的で柔軟な発

想が求められていることが強調されました。 

このような状況下、2019－2020RI 会長マーク・ダ

ニエル・マローニー氏は「ロータリーは世界をつなぐ」

をテーマに掲げられ、ロータリーの奉仕を通じて、有能

で思慮深く、寛大な人々が手を取り合い、行動を起こす

ためのつながりを築いていくことを提唱されています。 

また松本耕作地区ガバナーは「一歩前進しよう」を地区

活動方針とされ、「時間の流れを考えると前年踏襲は後

退に他ならない」と各クラブに戦略的で積極的な行動

を促しておられます。 

これ等の研修はまた同時に高岡ロータリークラブの現



状を他クラブとの比較で知る良い機会でもありました

が、改めて我クラブが如何に素晴らしいクラブである

かを実感しました。会員数も 10 年前に比べ純増 13

名、新入会員の早期退会率の低さ、出席率 100％の維

持、活発なテーブルミーティングや IDM、そして板橋

RC 姉妹締結 50 周年式典で示した一致団結した行動

力、等々会員各位の意識の高さとチームワークは特筆

に値すると思います。 

従って先ずはこの素晴らしいクラブ、現在までの良い

流れを維持することを今年度会長としての最大の使命

と考えます。 

その上で現状に満足するだけでなく、いずれ当クラブ

に於いても戦略的で柔軟な発想が求められる時が来る

ことを想定し、長期的な諸課題についてもクラブ内で

話し合い、理解を深めていく機会を作っていきたいと

思います。 

そのためにも RLI は重要です。単にロータリーに関す

る知識の勉強だけでなく、リーダーシップやコミュニ

ケーション能力の研鑽を通して会員一人一人、ひいて

はクラブ全体の向上につながるものと思います。 

地区の目標の一つである「公共イメージと認知度の向

上」にも色々な機会をとらえて努めたいと思います。 

伝統と格式を誇る高岡ロータリークラブにさらに魅力

が加わり、またそれを地域の方々に知ってもらうこと

により会員増に繋がり、新たな奉仕の機会が増える、そ

のような好循環が生まれることを期待し一年間精一杯

努力致しますので会員の皆様のご指導、ご鞭撻を何卒

宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

今後のプログラム等予定 

7／11 各委員長挨拶 

7／18 卓話：森記念秋水美術館 館長 浅地 豊 氏 

7／25 納涼夜間例会 

8／1  早朝例会 

8／8  ガバナー補佐訪問 

8／15 例会取り消し 

8／22 ガバナー公式訪問 


