
河北ロータリークラブ 第 1708 回例会  

第 1708 回例会（2008.03.26） 

 

◇ソング 「それでこそロータリー」 

◇出席率  81.0％（出席 17 名・欠席 7 名） 

 

◇本日のお客様  

加藤  幽香  様（ボーイスカウトかほく第 1 団） 

 

◇会長挨拶  

 高橋政明  

 

◇ボーイスカウトかほく第 1 団へ賛助金贈呈  

 

◇幹事報告  

・4 月度役員理事会案内（4／2 11：30～ 集会室） 

・4 月ＲＩレート 1＄＝98 円  

・富来ＲＣ事務所移転案内  

〒925－0446 

石川県羽咋郡志賀町富来地頭町 8－176 乙  湖月館内  

TEL 080－1962－5925 FAX 0767－42－2258 

・今城清一長期欠席届提出（～4／30） 

 

◇委員会報告  

［ロータリー情報］ 2007年度手続要覧が発行されます。１冊 800円にて購入

お願いいたします。 

［社会奉仕］ 4 月 27 日（日）にくるみの森清掃があります。バス運行します。

ご協力お願いいたします。 



［親睦活動］ 4 月 9 日（水）にゴルフコンペと観桜会があります。ご夫人の参

加お願いいたします。 

［茶道同好会］ 例会終了後、練習がありますのでご参加ください。  

 

◇会員卓話「ダウン症について」  

㈲室谷合繊  工場長   室谷  騰  氏  

 

 

◇ニコニコボックス 

・いつもボーイスカウトをご支援いただきありがとうございます。４月 13 日のチ

ャリティー茶会何卒よろしくお願い申し上げます。（加藤幽香様）  

・室谷会員、卓話ありがとうございました。（高橋、西、高井篤、山本、麝香、

吉井） 

・吉井君のＳＡＡが板についてきました。35 周年は司会、来期もＳＡＡと吉井

君は大活躍です。（表） 

・加藤先生ようこそ。前回無断欠席しました。すみません。（今枝、麝香）  

・仕事の都合で早退します。（森功、杉本）  

 

 

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

 

本年度目標額  ９５０，０００円  

当月収入額    ３２，５９０円  

本年度累計額  ６３９，３３９円  

目標達成率     ６７ .３０％ 

（前年度同月率） ７５ .０１％） 

（2008.03.26 現在） 

 

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



第 1707 回例会（2008.03.19） 

◇ソング 「我等の生業」 

◇出席率  69.6％（出席 16 名・欠席 8 名） 

 

◇会長挨拶  

 高橋政明  

◇お祝い品贈呈  

（誕生祝）杉本正一会員  

 

 

◇幹事報告  

［3 月度役員理事会報告］ 

・ベルギー短期交換派遣学生募集の件  

・慶弔内規（退会者）の件  

・観桜会（4／9）の件  

・くるみの森清掃・バーベキュー（4／27）の件  

・4 月のプログラム 

4／ 2 クラブフォーラム 担当：ロータリー情報・雑誌  

4／ 9 観桜会  金沢カントリー倶楽部  点鐘：午後 6 時  

4／13 チャリティー茶会  

4／16 休会（13 日に例会変更） 

4／23 卓話  かほく市長  油野和一郎氏  

4／27 くるみの森清掃・バーベキュー（午前 9 時集合・清掃開始）  

4／30 休会（27 日に例会変更） 

 

［その他］ 

・石川第一分区都市連合会礼状が届いております。  

・高岡西ＲＣより四津谷二朔パストガバナー著書『絆』が届いております。  



◇委員会報告  

［ロータリー雑誌］ 

・ロータリーの友ニュース速報より『一人のロータリアンが、韓国政府の頂点

に上り詰めました。第 3640 地区ソウルサムチョンロータリークラブ（ＲＣ）の李

明博（イ・ミョンバク）氏は昨年 12 月の選挙で圧倒的な勝利を収め、第 17 代

大統領に当選。2 月 25 日の就任式には、李東建（リ・ドンコン）国際ロータリ

ー（ＲＩ）会長エレクトも出席しました。また、1月に韓国で約 700人のロータリア

ンが出席して開かれた、新大統領当選を祝うイベントで、李ＲＩ会長エレクトは

李氏に「私たちは、奉仕の理想を鼓吹し、これを育成するというロータリーの

綱領が国事を行う際の参考となるよう期待しています」とのビデオメッセージ

を送りました。それに対し、李氏は「私はソウルサムチョンＲＣとロータリーの仲

間のこれまでの活動をとても理解しています。ロータリーの考えを反映できる

よう努力します」と述べました。』  

 

 

・3／15 第 2 回雑誌委員長会議にてロータリーの友・二神編集長より『ロータ

リーの友』に掲載されている記事・写真の無断掲載はできませんので、必ず

ご連絡くださいとのことです。 

［茶道同好会］ 例会終了後に練習がありますのでご参加下さい。  

 

 

◇会員卓話「会長エレクト研修報告」  

西茂会長エレクト 

 

 

◇岡野隆会員転任挨拶  



 

 

◇ニコニコボックス 

・西会長エレクトご苦労様でした。岡野さん、３年間協力ありがとうございまし

た。新任地でもご活躍お祈りしております。（高橋、高井篤）  

・先日は送別会を開いていただきありがとうございました。３年間本当にお世

話になりました。（岡野） 

・岡野さん３年間ご苦労様でした。新任地でも身体を大切にされ、ロータリー

活動に頑張って下さい。（西、森良、山口忠、金津、吉井、室谷）  

・西会長エレクト卓話ありがとうございます。誕生祝ありがとうございました。

（杉本） 

 



第 1706 回例会（2008.03.08）－石川第 1 分区都市連合会（ＩＭ）－ 

午後 1 時 30 分より松任文化会館において『石川第一分区ＩＭ（都市連合

会）・合同例会』が白山石川ロータリークラブをホストとして開催されました。

合同例会、式典、本会議、懇親会と進行し、当クラブからは 14 名が参加しま

した。本会議・第一部「日本の文化を探ろう ! !－加賀宝生にふれてみよう！－」

では杉本正一会員が小鼓に挑戦し日本の伝統芸能を体験しました。  

 

 

◇出席率  60.9％（出席 14 名・欠席 10 名） 

 

 

【合同例会】 

開会点鐘／石川第一分区Ａガバナー補佐  若林智雄  

開会・歓迎の挨拶及び特別出席者の紹介／白山石川ＲＣ会長  酒井克已  

ニコニコメッセージの紹介／新井明治（白山石川ＲＣ）  

閉会点鐘／石川第一分区Ａガバナー補佐  若林智雄  

 

 

【式典】 

開会点鐘／石川第一分区Ｂガバナー補佐  柳生好春  

開会宣言／実行委員長  山本治好  

国歌「君が代」・ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱  

開会挨拶／石川第一分区Ｂガバナー補佐  柳生好春  

ガバナー挨拶／国際ロータリー第 2610 地区ガバナー 久保順一  



 

 

【本会議】 

第一部「日本の文化を探ろう ! !－加賀宝生にふれてみよう！－」  

宝生流能楽師  藪  俊彦  氏  

 

 

第二部  講演／演題「これからのロータリー」 

講師  国際ロータリー第 2800 地区パストガバナー 藤川  亨胤  氏（山形県  

鶴岡ＲＣ） 

 

 

講評／国際ロータリー第 2610 地区ガバナー 久保順一  

閉会挨拶・閉会点鐘／石川第一分区Ｂガバナー補佐  柳生好春  

 



 

【懇親会】 

開会挨拶／白山石川ＲＣ 副会長  新田千鶴子  

乾杯／国際ロータリー第 2610 地区ガバナーエレクト 高柳功  

会食  

閉会挨拶／石川第一分区Ａガバナー補佐  若林智雄  

ロータリーソング「手に手つないで」  

 

第 1705 回例会（2008.03.05） 

◇ソング 「君が代」・「奉仕の理想」  

◇四つのテスト 

◇出席率  83.3％（出席 20 名・欠席 4 名） 

 

 

◇会長挨拶  

 高橋政明  

 

 



◇幹事報告  

・3 月度役員理事会案内  例会終了後  集会室  

・次回は 3／8（土）石川第 1 分区合同例会・ＩＭです。（バス出発時間案内）  

・3／12（水）は休会となります。 

 

 

◇委員会報告  

［社会奉仕］ 4／13（日）「チャリティー茶会」のポスター掲示とお茶席券購入

にご協力お願いいたします。 

 

 

◇クラブフォーラム「創立 35 周年記念例会について」  

 35 周年特別委員会  表副実行委員長  

 

 

◇ニコニコボックス 

・創立 35 周年記念事業実行委員の皆様ご苦労様です。（高橋、西、高井篤、

新江） 

・皆様 35 周年記念例会にご協力よろしくお願い申し上げます。（麝香）  

・岡野さん、長野へ行っても身体に気をつけて頑張って下さい（山本）  

・しばらく欠席が続いてすみませんでした。（吉井）  

 

 

 

 

 

 




