
 

司 会 竹田 会場監督  点 鐘 山本 会長 

ロータリーの目的／四つのテスト 

会長挨拶／報告 

■富山県庁と高岡市役所の寄付により感謝状と記念品 

披露 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

■皆出席祝 

田中  哲さん（19 年）  

中村総一郎さん（14 年）  

加茂 輝隆さん（7 年）   

浅野 弘昭さん（5 年）   

島  尚之さん（5 年）   

荒井 公浩さん（1 年） 

 山岡 弘之さん（1 年） 

■在籍年度数表彰 

本多 剛治さん（44 年）  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

■新入会員紹介 会員章ほか贈呈 

＊牧野 正広さん 

＊松井 克仁さん 

＊野崎広一郎さん 

幹事報告 

■配布／会員証 

■ガバナー月信について、2021－2022 年度もＰＤＦ形

式での配信を行います。 

■出席免除の本多、飴谷会員訪問報告 

■例会終了後⇒新入会員オリエンテーション（藤の間） 

■来週 7／8 例会⇒ガバナー補佐訪問とクラブアッセ

ンブリー 

委員会報告 

■国際青少年交換委員会（長柄会員） 

■ＳＡＡ（竹田会員）…テーブルマスター選任依頼 
 

＜ ニコニコＢＯＸ 42件106,000円 ＞ 

 

山本（毅）会長／いよいよ新年度が始まり身の引き締ま

る思いです。皆様、1 年間どうぞ宜しくお願いしま

す。70 周年を成功させましょう！！牧野正広さん、

松井克仁さん、野崎広一郎さんご入会ありがとうご

ざいます。歓迎します。 

加茂会長／山本年度が始まりました。副会長として、又、

クラブ奉仕委員長として、会長と共に頑張ります。

加えて、創立 70 周年です。記念事業が成功します

様、会員の皆様のご協力、よろしくお願い致します。

皆出席表彰を頂き有難うございました。 

塩崎（吉）幹事／本日より山本年度始まりです。幹事と

して 1 年間精一杯がんばります。皆様ご協力よろし

くお願いします。 

高岡万葉 RC 稲谷嘉則様／高岡 RC『山本毅丸』のご出

航をお祝いして！！貴クラブ節目の創立 70 周年を

迎えられる今年度がとても素晴らしい年度となりま

すよう心よりご祈念申し上げます。 

津嶋君／山本毅会長就任おめでとうございます。 

前川君／理事を拝命致しました。 

藤田君／山本年度の筆頭理事を仰せつかりました。山

本丸が大願成就されます様応援させていただきます。

感謝。 

西村君／いよいよ山本年度のスタートです。70 周年事

業をみんなで成功させましょう！ 

室崎君／山本会長年度のスタートをお祝い申し上げま

す。ワクチン接種も進んでおり、平穏で楽しいロータ

リーライフが二年ぶりに戻ってくることを期待して

います。 

河村君／山本会長、いよいよ始まりましたね。頑張って

ください。一年ありがとうございました。 

谷道君／今年度、会長エレクトをさせていただきます。

一年間よろしくお願いいたします。 

吉岡君／山本会長、本日はおめでとう御座います。いよ

いよ『山本丸』の出航です。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。 

坪田君／国際奉仕委員長を拝命しました。一年間宜し

くお願いします。 

山口君／社会奉仕委員長をさせて頂きます。一年間よ

ろしくお願いいたします。 

竹田君／本年度 SAA を務めさせて頂きます。また、

6/25 より当ホテルに着任しております。これも併せ

てどうか宜しくお願い致します。 

北野君／山本会長、加茂副会長、塩崎幹事、いよいよで

すね。一年間、宜しくお願いいたします。 

千田君／ニコ BOX 委員長の千田です。よろしく。 

二口君／地域発展委員会の委員長を拝命いたしました。
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70 周年記念講演会の開催に皆様のご協力をよろしく

お願いいたします。 

杉林君／出席委員長を拝命いたしました。一年間宜し

くお願いします。 

石崎君／本年度、親睦委員長を務めさせて頂きます。ど

うぞ宜しくお願い申し上げます。 

吉井君／本年度、会計をさせて頂きます。皆様のご指導

を頂きながら頑張っていきたいと思います。 

塩崎（有）君／河村丸の無事帰港を祝し会長を初め執行

部の皆さんコロナ禍の中大変でしたね。皆出席祝 36

年のお祝いを頂きました。有難うございました。 

四津谷君／やっと SAA の任を解かれまして、これで心

おきなく休めます（笑）と言いながら今日 7 月 1 日

つまり「一つやいと」いったい誰が「やいと」をして

いるのだろう。 

中村君／北陸電力、牧野正広さんの入会を歓迎して。高

校で一緒にラグビーをやっていた仲間です。 

高木君／チューリップテレビ松井支社長、このたびの

ご入会心よりお喜び申し上げます。35 年ぶりに机を

並べること、とても感慨深いです。これから宜しくお

願いします。 

牧野君／北陸電力高岡支店の牧野です。入会させて頂

きました。よろしくお願いします。 

松井君／本日、入会させて頂く松井です。今後とも宜し

くお願いいたします。 

野崎君／本日入会させて頂きます。よろしくお願いし

ます。 

岩本君／4 月誕生日のお祝い有難うございました。 

田中君／皆出席祝い有難うございます。 

浅野君／皆出席表彰ありがとうございます。山本丸船

出がんばります。 

荒井（公）君／皆出席表彰頂きまして有難うございます。 

山岡君／皆出席祝頂きまして有難うございます。 

小間・駒井・北村・北野・二口・福田・山岡・山本（玲）・

安田君／5 番テーブル全員出席です。 

 

 

 

 

副会長（クラブ奉仕）／加茂 輝隆さん 

会長エレクト    ／谷道 伸也さん 

会計        ／吉井 治さん 

副幹事 （R 財団） ／島  尚之さん  

筆頭理事      ／藤田 益一さん 

理事        ／前川 俊朗さん 

理事 （直前会長） ／河村 拓栄さん 

理事 （職業奉仕） ／浅野 弘昭さん 

理事 （社会奉仕） ／山口 洋祐さん 

理事（青少年奉仕） ／福田 剛平さん  

理事 （国際奉仕） ／坪田 伊歩さん 

理事   （親睦） ／石崎 仁康さん 

 

 

『 新委員長挨拶 』 

 

職業分類委員長   ／   駒井 宏さん 

雑誌    〃   ／   大谷 嘉一さん 

 

 

会員選考   〃     ／    西村 博邦さん 

会員増強   〃     ／   菅野 克志さん 

プログラム 〃   ／   岩本 聡さん 

ロータリー情報 〃  ／   金森 健祐さん 

広報    〃   ／   四津谷 道宏さん 

地域発展  〃   ／   二口 真さん 

環境保全  〃   ／   白川 智絵さん 

世界社会奉仕  〃  ／      勝山 英和さん 

米山記念奨学会 〃 ／      高木 章裕さん 

RLI      〃     ／      中村 総一郎さん 

 

 

 

 

会長挨拶 

 

            2021-22 年度 

            高岡ロータリークラブ 

 

             

会長 山本 毅 

 

歴史と伝統を誇る高岡ロ－タリ－クラブの７０周年目 

の会長をお引き受けすることとなり、誠に身の引き締 

まる思いです。 

シェカ－ル・メ－タＲＩ会長のテ－マは「奉仕しよう 

みんなの人生を豊かにするために」であり、神野正博 

ガバナ－の今年度地区方針は「レジリエンス～未来の 

ロ－タリ－を築こう」です。 

コロナ禍で、今後の見通しも困難な状況ではあります 

が、社会もクラブの運営もコロナ禍以前には戻らない 

ことを自覚し、新しいロ－タリ－のあり方を模索し、 

作り上げてゆかねばなりません。コロナ禍を口実とし 

て停止してしまうのではなく、今、何が可能であるか 

を試行錯誤して行くことで、未来のロ－タリ－を創っ 

てゆくことができると思います。 

私は、２０００年７月に当クラブに入会し、２００１ 

年１１月に開催された創立５０周年の記念式典に参加 

し、その素晴らしさに大変感銘を受けました。 

２０１４年の永田ガバナ－年度、藤田会長のもとで主 

管した地区大会は、まさにメンバ－全員が一致協力し 

て成功させたもので、大変良い思い出となっておりま 

す。 

創立７０周年記念行事についても、コロナ禍のため 

数々の制約を受けるとは思いますが、メンバ－全員の 

『 新理事役員就任挨拶 』 

 

副会長（クラブ奉仕）／加茂 輝隆さん 

会長エレクト    ／谷道 伸也さん 

会計        ／吉井 治さん 

副幹事 （R 財団） ／島  尚之さん  

筆頭理事      ／藤田 益一さん 

理事        ／前川 俊朗さん 

理事 （直前会長） ／河村 拓栄さん 

理事 （職業奉仕） ／浅野 弘昭さん 

理事 （社会奉仕） ／山口 洋祐さん 

理事（青少年奉仕） ／福田 剛平さん  

理事 （国際奉仕） ／坪田 伊歩さん 

理事   （親睦） ／石崎 仁康さん 

 

 



《新入会員のプロフィール》 

 

 

氏  名：牧野 正広（53 才） 

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：2021 年 7 月 1 日 

《新入会員のプロフィール》 

 

 

氏  名：松井 克仁（51 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：営業局 高岡支社長  

入会日：2021 年 7 月 1 日 

《新入会員のプロフィール》 

 

 

氏  名：野崎 広一郎（58 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：2021 年 7 月 1 日 

 

 

 

《今後の予定》 

 

7 月８日（木） ガバナー補佐訪問 

7 月 15 日（木）ガバナー公式訪問（オンライン） 

7 月 22 日（木） 取消 

7 月 29 日（木） 納涼夜間例会 

 

※欠席の場合は「当日出席免除扱い」といたします。 

英知を結集すれば、必ずや当クラブにふさわしい記念 

式典、事業、懇親会を行うことができるものと信じま 

す。また、これを通じてロータリーの楽しさ、素晴ら 

しさを感じることができるものと思います。 

メンバ－各位の全面的なご支援、ご協力を頂きますよ 

う心からお願い申し上げます。 

 

 

『 地区役員の紹介 』 

＊地区インターアクト委員会   委員長 才高人思  

＊地区 RLI 推進委員会ディスカッションリーダー部 

リーダー 藤田益一 

＊地区諮問委員会         委員 永田義邦 

＊地区危機管理委員会       委員 才高人思 

＊地区社会奉仕小委員会      委員 山口洋祐 

＊地区国際青少年交換委員会    委員 高木章裕 

＊地区ロータリー米山記念奨学会委員会  

委員 谷道伸也 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              


