
司 会 中川 会場監督  点 鐘 西村 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 デサリーナヌシ 君 

      交換留学生 ハーリーメールホーン 君 

幹事ゲスト 日本ゼオン(株)高岡工場 高岡工場長 

       浅野 浩一 氏 

      ㈱北日本新聞社高岡支 取締役高岡支社長 

              駒澤 信雄 氏 

           北陸電力㈱高岡支社 高岡支社長 

              村杉 真哉 氏 

           ㈱タカギセイコー 代表取締役専務執行役員 

       高木 章裕 氏 

      ㈱読売新聞東京本社北陸支店 北陸支社長 

       吉村 秀男 氏 

会長挨拶／報告 

■誕生祝 高野 泉君 〔7/13・59 才〕 

■皆出席表彰  

本多剛治君   〔40 年〕 本間比呂詩君〔20 年〕    

田中 哲君   〔15 年〕 伏江 努君  〔15 年〕    

中村総一郎君〔10 年〕 齊藤栄吉君   〔9 年〕     

大島悦男君   〔4 年〕  加茂輝隆君   〔3 年〕     

高野 泉君   〔2 年〕  浅野弘昭君   〔1 年〕   

島 尚之君   〔1 年〕 

■米山奨学生に 7 月分奨学金を渡す。 

■交換留学生に 7 月分のお小遣いを渡す。 

幹事報告    7 月のロータリレート 1＄＝111 円  

■配布／ガバナー月信 7 月号 

    創立70周年積立資金と積立金2万円徴収の件

の書類 1 枚 

■米山奨学会寄付振り分けの件 

■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 

■親睦…第 1 回親睦ゴルフ案内 

ニコニコＢＯＸ  ＜ 24 件    85,000 円 ＞ 

西村会長／2017-18 年度がいよいよスタートします。 

非力ですが一生懸命務めますので皆様の御協力をお 

願い致します。また本日 5 名の幹事ゲストの方々に 

は新しい仲間づくりに努めていただければと思いま 

す。 

伏江君／今日から西村年度がスタートします。一年間

副会長として頑張ります。よろしくお願いいたしま

す。浅野さん、駒澤さん、村杉さん、高木さん、吉

村さんを幹事ゲストとしてお迎えして嬉しく思って

います。一年間よろしくお願いいたします。 

竹中君／いよいよ西村年度がスタートしました。つた 

ない幹事ですが、どうぞよろしくお願いします。日 

本ゼオン 浅野浩一さん、北日本新聞社 駒澤信さん、 

北陸電力 村杉真哉さん、タカギセイコー 高木彰裕 

さん、読売新聞 吉村秀男さん、ようこそ高岡ロータ 

ーへ。 

本多君／西村丸の出発をお祝い申し上げます。一年間

元気で頑張ってください。又、5 名の新入会員の皆様

をお迎えして…合掌 

塩崎（有）君／会員の皆様のお陰で花田丸無事に帰港

しました。有難うございました。今日、船出する西

村丸の安全航海をお祈りいたします…前 SAA 

炭元君／西村年度の出発をお祝い申し上げます。筆頭 

理事として尽力致しますので宜しくお願い申し上げ 

ます。 

松原君／西村丸の船出を祝い、地域活性化貢献に大い 

なる活躍を期待し、願っております。そして 5 名を 

幹事ゲストにお迎えして。又、先週はパリに行って 

おりました。 

花田君／高木彰裕さんを幹事ゲストとしてお迎えし大

変うれしく思っております。 

山本（毅）君／西村丸の出航をお祝いします。一年間

よろしくお願いします。 

岡本（欣）君／花田年度では大変御世話になり有難う

ございました。心より御礼申し上げます。今年度西

村会長はじめ理事役員の皆様の御活躍を御祈り致し

ます。 

才高君／西村年度の出航をお祝いして！ 

中野君／西村年度の初例会をお祝いして。地区職業奉 

仕委員長会議に出席が叶わず岡本さんに代理出席を 

お願いすることになりました。よろしくお願い致し 

ます。 

加藤君／会長エレクトを拝命致しました。新年度のご 

成功を祈念し西村会長の下、次年度に向けて勉強さ 

せていただきます。 

中村君／西村会長の下、社会奉仕委員長を務めさせて 
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いただきます。皆様のお力添えをいただいて地域発 

展委員長さん環境保全委員長さんとともに頑張りま 

す。どうぞ宜しくお願いいたします。 

中川君／本年度 SAA 会場監督を拝命いたしました。ま 

だまだ未熟ではありますが宜しくお願いします。 

吉岡君／本年度「会計」を務めさせていただきます。

一年間どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

高野君／今回ニコニコ BOX 委員長を務めさせていた 

だきます。宜しくお願いします。皆出席、誕生祝あ 

りがとうございます。 

大谷君／誕生祝ありがとうございました。 

本多君／皆勤 40 周年の記念すべき例会に出席し喜び

に堪えません。有難うございます…合掌 

大島君／皆出席祝い有難うございます。 

伏江君／皆出席祝い有難うございます。 

本間君／皆出席祝い有難うございます。 

田中君／皆出席祝い有難うございます。 

島君／皆出席祝い有難うございます。今年度はホーム

出席率をアップさせたいと思っています。 

 

地区役員の紹介  

国際ロータリー第 2610 地区 2017‐18 年度  
 
諮問委員会 委員 クラブ奉仕部門 A カウンセラー 

地区ガバナー指名委員会 委員   永田義邦 PG 

国際奉仕委員会 副委員長    藤田益一 

国際青少年交換委員会 委員   加藤一博 

地区監査委員会 委員長     河村拓栄 

インターアクト委員会 委員   塩崎吉康  
 

新理事役員の挨拶  

《副会長・クラブ奉仕委員長(理事)》 伏江 努 

《会長エレクト(理事)》       加藤一博 

《幹事(理事)》             竹中伸行 

《会計(理事)》             吉岡 周 

《副幹事》             山本政則 

《会場監督(理事)》           中川 潔 

《筆頭理事》             炭元嘉雄 

《理事》                  山本 毅 

《直前会長(理事)》                花田修一 

《職業奉仕委員長(理事)》       中野健司 

《社会奉仕委員長(理事)》        中村総一郎 

《青少年奉仕委員長(理事)》       塩崎吉康 

《国際奉仕委員長(理事)》       谷道伸也 

《親睦活動委員長(理事)》        大川英一 

 

 

 

 

 

 

 会長挨拶  
 

２０１７－２０１８年度 

高岡ロータリークラブ 

会長 西村 博邦 

 

２０１７－１８年度国際ロータリー

会長イアン・ライズリー氏は、テー

マとして「ロータリー：変化をもた

らす」を掲げられています。その意

味は“それぞれ、どのような方法で

奉仕することを選んだとしても、奉

仕を通じて人々の人生に変化をもた

らせると信じているから” と説明

されています。 

 また、下口２６１０地区ガバナー

は、メッセージとして「クラブのカラーを出そう」と

示され、地区内６５クラブは“それぞれの歴史と特色を

鑑みて地域の求める奉仕内容を的確に把握する努力が

必要”と提唱されています。 

 ＲＩ・地区の方針のもと本年度は歴史文化都市高岡

を意識して、自分自身と自分の職業を磨きながら奉仕

活動を実践し、手に手、輪に輪の精神で楽しくゆかい

な輪が回る１年になるよう努力して参りますので皆様

のご指導・ご協力をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のプログラム等予定 
 
７/１３ 各委員長挨拶 

７/２０ 卓話 交換留学生ﾊｰﾘｰﾒｰﾙﾎｰﾝ 君 

７/２７  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～ 

      

 

 

 

 

 

出席報告   

７／１期初期 69 名（内名誉会員 2 名） 
 
正会員/67名  出席免除/3名（本日 2名） 

本日の出席率/ 80.3％ 前々回の出席率/100％ 
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