
第 1677 回例会（2007.07.25） 

◇ソング 「我等の生業」 

◇出席率  65.2％（出席 15 名・欠席 10 名） 

◇会長挨拶  

 高橋政明   

 

◇幹事報告  

・8 月役員理事会案内  8／1 例会終了後  2 階  会議室  

・かほく市長より能登半島地震義援金礼状が届いています。  

・羽咋ＲＣより地区協議会の部会記録（ＤＶＤ）が届いています。  

 

◇委員会報告  

［出席・ニコニコ］ 

7 月は河北ＲＣ創立月ですので、500 円をニコＢＯＸに入れて下さい。 

 

［職業奉仕］ 

 10／10（水）に企業訪問を予定しています。訪問先の希望等お聞かせ下さ

い。 

 

［Ｒ情報・雑誌］ 

『友』インターネット速報№294 より 

えっ、この人もロータリアン？ 

1. ニール・アームストロング  （宇宙飛行士で月面に初めて降り立った人）  

2. サー・ウィストン・チャーチル（元イギリス首相）  

3. ウォルト・ディズニー（アニメ製作者）  

4. トーマスＡ .エジソン（発明家） 

5. ジョンＦ .ケネディ（元アメリカ大統領）  

6. フィリップ殿下（エジンバラ公）  

7. レーイネ 3 世（元モナコ元首、グレース・ケリーの夫）  

8. マーガレット・サッチャー（元イギリス首相）  

9. クロード・ヴィトン（ルイ・ヴィトン社オーナー）  

10. オーヴィル・ライト（飛行機発明家）  

上記に挙げられた人の共通点は何でしょうか？  

この 10 人は、ロータリーで活躍していたか、もしくは名誉会員だった世界的に

有名なリーダーです。 



◇皆出席表彰  （ ）は回数、◎入会以来皆出席  

寺嶋（28）、今枝、森功（23）、西、森良（17）、桶谷（15）、糺地（13）、◎杉本、

高橋（7）、麝香（6）、山本、高井篤（4）、◎新江、吉田（3）、表（2） 

 

 

◇2006～07 年度  決算報告  

◇2007～08 年度  予算説明  

 

 

◇ニコニコボックス 

・皆出席表彰ありがとうございます。  

高橋・高井篤･寺嶋・今枝・森良・山本・新江・吉田・表  

・皆出席表彰受けられた皆さんおめでとうございます。  室谷・吉井  

・創立記念おめでとう。 山口忠・岡野  

 

 

/////////////////////////// 

 

本年度目標額  ９５０，０００円  

当月収入額   １１７，０９０円  

本年度累計額  １１７，０９０円  

目標達成率   １２ .３％ 

（前年度同月率１２ .２％） 

2007.07.25 現在  

 

/////////////////////////// 

 

 

 



第 1676 回例会（2007.07.22） 

－４ＲＣ・ハマナス会・ＲＡＣ合同親睦会－  

 

 

高松北部海岸・浜茶屋ささ舟  

 

 

 7 月 22 日 (日 )午前 8 時 30 分より、金沢南ＲＣ・金沢香林坊  ＲＣ・河北南Ｒ

Ｃ・ハマナス会・河北ＲＡＣの合同親睦会が総勢約 80 名の参加で開催されま

した。地引網では「小鯵」が大漁で、皆さん感激の様子でした。  

 

 

◇ソング 「それでこそロータリー」 

◇出席率  69.6％（出席 16 名・欠席 9 名） 

◇本日のお客様  

津田幸夫様・坂東久雄様・山森潤一様・中川哲次様（金沢南ＲＣ）  

八日市屋典之様・谷本大幸様・古谷利清様・柴田史郎様・田中泰様・成瀬

亮太郎様（金沢香林坊ＲＣ） 

加茂川寛人様・飯田道昭様・桶谷忠弘様・沖見好秀様・木村誠様・藤田浩

成様・松田茂様（河北南ＲＣ）  

王迪さん・黄源軍君（米山奨学生）  

山岸大樹君・坂本純平君・中井夕樹さん・中村昌史君・越野貴博君（河北Ｒ

ＡＣ） 

 

 

◇会長挨拶  

 高橋政明   



 

 

◇中川哲次金沢南ＲＣ会長エレクトご挨拶  

 

 

◇網引き 

 

 

◇親睦会  

・乾杯  八日市屋典之金沢香林坊ＲＣ会長  



 

 

・手に手つないで 

 

 

・中締め 加茂川寛人河北南ＲＣ会長  

 



◇ニコニコボックス 

・本日は孫共々お世話になります。金沢南ＲＣ  津田幸夫様・中川哲次様  

 

・ご案内いただきありがとうございます。お世話になります。  

金沢香林坊ＲＣ 八日市屋典之様・田中泰様  

 

・本日参加させていただきありがとうございます。  

河北南ＲＣ 加茂川寛人様・松田茂様・飯田道昭様  

 

・河北ＲＣ網引きに皆様ようこそ。  

高橋・高井篤・西・麝香・森良・森功・今村・新江・杉本・表・吉田・岡野・室

谷・吉井・山口忠  

 

第 1675 回例会（2007.07.11） 

◇ソング 「我等の生業」 

◇出席率  84.0％（出席 21 名・欠席 4 名） 

◇本日のお客様  

加茂川寛人  様（河北南ＲＣ 会長） 

河上  博美  様（  〃   幹事） 

 

◇会長挨拶  

高橋政明  音声  

 

◇加茂川河北南ＲＣ会長ご挨拶  音声  

 

 



◇お祝い品贈呈  

（誕生祝）山口博之亟会員  

 

 

◇幹事報告  

［７月度役員理事会報告］ 

・年度末例会決算報告の件  

・2006～07 年度会計決算報告の件  

・ガバナー補佐訪問（8／22）の件  

・8 月のプログラム 

8／ 1 クラブフォーラム 担当：会員増強委員会  

8／ 8 卓話  ㈱アクティー 代表取締役  喜多甚一氏  

8／15 休会  

8／22 ガバナー補佐訪問  

    卓話「舌脈について」中村固腸堂  薬剤師  中村寿理氏  

＊ベルギー短期交換留学生来訪（8／20～27） 

   8／29 会員卓話  室谷啓治会員  

［その他］ 

・名称変更案内  石川鹿島ＲＣ⇒中能登まほろばＲＣ  

・地区大会登録のお願い（卓上の出欠表に記入）  

・来週 7／18 は 7／22(日 )４ＲＣ合同親睦会に例会変更のため、休会です。  

・糺地哲会員より退会届が提出されました。  

  

◇委員会報告  

［出席・ニコニコ］ 7 月は河北ＲＣ創立月ですので、500 円をニコＢＯＸに入れ

て下さい。 

［Ｒ情報・雑誌］  

・国際大会の変更案内。2009 年 6 月 21～24 日に韓国ソウルでの開催を予

定していたＲＩ国際大会を、イギリスのバーミンガムで開催することに変更。  



・「ロータリーの友」11 月号に「2610 地区だより」が掲載されます。ガバナー事

務所よりクラブで取り組んでいる特色ある事業の紹介記事投稿の依頼があ

ります。 

・国際ロータリー2007 年規定審議会決定報告書のうち、標準ロータリークラ

ブ定款改正について別紙コピーのとおりお知らせします。  

 

◇各委員長活動方針発表  

会員増強、ロータリー情報･雑誌、クラブ奉仕、出席・ニコニコ、会報・広報、

プログラム、 

友好クラブ、35 周年特別  

 

 

◇ニコニコボックス 

・皆様の元気なお顔を見られて安心しました。今後ともご指導・ご鞭撻をお願

いします。 

河北南ＲＣ 加茂川会長・河上幹事  

・河北南ＲＣ加茂川会長・河上幹事 1 年間よろしくお願いします。  

高橋・高井篤・西・桶谷・麝香・森良・森功・新江・杉本・高井伊・山本・岡野・

室谷・今城・ 

吉井・金津  

・誕生祝ありがとうございます。8 月に結婚も決まりました。 山口博  

・創立月を記念して。 

能田・西・今城・杉本・森良・寺嶋・桶谷・室田・今枝・岡野・室谷・吉井・金

津・新江・山本・高井篤  

 

 

 

 



第 1674 回例会（2007.07.04） 

◇バッチの交換  開会に先立ち、会長、幹事のバッチ交換  

 
◇ソング 「君が代」・「奉仕の理想」  

◇四つのテスト 

◇出席率  92.0％（出席 23 名・欠席 3 名） 

◇本日のお客様  黄源軍  君（米山奨学生） 

 

 

◇会長挨拶  

高橋政明  

 
◇前ガバナー補佐・前幹事へ記念品贈呈  

桶谷八郎会員、新江克之会員  

 

 



◇2007－2008 年度委嘱状  

国際ロータリー第 2610 地区  ローターアクト委員会  委員  麝香敏信  会員  

 

◇米山奨学金授与  黄源軍  君  

 

◇お祝い品贈呈  

（誕生祝）能田清一会員、今村修会員  

 

◇幹事報告  

 

 



・７月度役員理事会案内  例会終了後  集会室  

・久保ガバナーより挨拶文が届いています。  

   2007～2008 年度がはじまりました。 

 

 ノミニー、そしてエレクトと二年間勉強の時間をいただきましたが、ロータリー

の専門的なところまで勉強が至りませんでした。元々浅学菲才な私でござい

ます。公式訪問がはじまります。各委員会が活発に奉仕活動をはじめます。

ロータリーは楽しいですョ。 ロータリーを楽しんで下さい。との応援の言葉を

いただき、かみしめる間もなく、も早現実に直面しました。何かとご相談を申し

上げることが多いと思います。どうぞご指導ご韃撻をお願い申し上げます。ま

ず書中をもって就任のご挨拶申し上げます。   敬具  

 

・金沢南ＲＣ・金沢香林坊ＲＣ・河北南ＲＣより新年度にあたり電報が届いて

います。 

 

◇会長・幹事活動方針発表  

高橋政明会長  音声  

 

高井篤志幹事  音声  

 

◇ニコニコボックス 

・１年間よろしくお願いいます。黄さんようこそ。  高橋・高井  

・誕生祝ありがとうございます。 能田・今村  

・何も出来ず、寧ろ皆様方にお世話になりっ放しでしたのに記念品まで戴き

恐縮しております。ありがとうございました。 桶谷  

・高橋会長、高井幹事、１年間お世話になります。  

室田・森良・寺嶋・森功・麝香・杉本･表･山本・新江・岡野･今城・吉井・室

谷・金津  

 




