第2552回
手を取りあって進もう

例会報告

keep on going together

2019−20年度
会長

西川

發子

令和元年7月9日

挨拶 西川 發子会長
今日は社会奉仕委員会の活動の一環で、金城短大の学生さんの千代女の勉強会がありました。聖興寺さん

と、その後、俳句館で俳句協会の皆様のご指導を受けました。俳句協会の皆様ありがとうございました。若
い彼らがどの様に理解し、どの様に表現するのか楽しみに待たれます。
今日は俳句協会の皆様をお迎えしています。私が会長を拝命した時の気持ちを高山虚子の句がピタリと言
い当てていますのでご紹介します。
「去年今年貫く棒の如きもの」
(こぞことし )
この句は、去年と今年、年は改まったが、棒の様な何かがしっかりと通っている。こんな風に理解していま
す。私はこれはロータリーも同じだと思いました。先週、吉村さんからロータリーの年度を引き継ぎました。
会長の思いとか実行したい事はそれぞれですが、ロータリーの精神はしっかりと引き継がれていく。貫く棒
は、ロータリーの心です。私もその精神を大切にして進んでいきたいと思います。

ご来訪者

野々市ロータリークラブ会長 宮川 務様
野々市ロータリークラブ幹事 新保 良介様

白山石川ロータリークラブ会長 武藤 一彦様
白山石川ロータリークラブ幹事 織部 資子様

白山市俳句協会
米山奨学生
庄 彬娜 様

川崎 房恵様
濱本 寛様
中村 修二様
中川 外代子様

〇〇〇 〇〇〇〇
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幹事報告

結婚誕生祝い

手を取りあって進もう
keep on going together

第2552回

令和元年7月9日

５大委員会委員長 就任挨拶

親睦活動
会長挨拶
西川 發子会長

会員増強

広報誌

7月 夕涼み会、9月 観月会、3月 観桜会

１．会員増強の目標を３名とする。２．メン

・常に利用できる広報誌を作成する。・広報

を夫人の集いと合同例会にできればと思いま

バー全員が危機意識をもって、お友達作戦を

誌を利用し、世間、マスコミ、地域、他クラ

す。12月 年末家族会は、ロータリアンの家

展開出来るように協力する。３．各メンバー

ブに当クラブの事業をアピールする。

族みんなで一緒に楽しめる企画をしたいと思

が１人ずつ候補者を挙げて入会に向けて積極

・クラブホームページに広報誌をアップロー

います。

的に行動する。

ドし、ホームページの閲覧数を増やす。

プログラム

会員研修

会報

１．会員のふれあいを大切にし、出席率が向

１．研修を通じて、会員個人がロータリーク

・クラブ会報では写真を充実させ、内容をよ

上するような楽しい例会つくりに努める。２．

ラブの魅力について語りましょう。２．新入

り豊かにする。・クラブ会報をタイムリーに

各委員会の活動目標や活動実績などを紹介し

会員オリエンテーションを開催する。

クラブホームページにアップロードし、ホー

てもらう。３．個人卓話を多く取り入れ、会

雑誌

ムページとの連携を図る。・卓話者や入会希

員同士の更なる親睦が深まり、一層の知識が

１．毎月第１例会で月間テーマについて語り

望者に贈呈し、ロータリーの理解を深めても

得られるような例会に努める。

合い、促進する。２．月刊誌ロータリーの友

らう。

炉辺会合

から、素敵な記事を紹介する。

メディア・ホームページ

１．“親しみのある家族的な語り合い場”を目

メークアップ

・ＳＮＳを活用し、タイムリーにクラブ情報

指し、少人数制の班編成とする。２．前期１

１．入会３年未満の会員は、年間３回以上他

の提供をする。・クラブホームページを重要

回、後期１回の２回開催とする。

クラブのメークアップに参加して例会に報告

な広報ツールの一つとし、常に情報をアップ

３．“語り合ったテーマや内容”を例会等を利

をお願いする。メークアップに2,000円補助

デートする。・クラブ会員にMy Rotaryの有

用し、報告する機会を設ける。

する。（２クラブ以外の場合）

効性と利便性を啓蒙する。

２．各委員会の中で、声を掛け合い複数の
方々とのメークアップ参加を促す。

俳句・千代女

友好クラブ

・１０回目を迎える「白山ロータリー子供句会」を記念句

前年度は台湾の友好クラブ２５周年の行事が挙行され、

会にする。・「千代女プロジェクト」を金城大学短期大学

重ねて次年度はめでたくも地区ガバナーの輩出が決定し

美術学科の皆さんと更なる発展を目指す。

ております。当該年度は台湾からお迎えすることになる

環境保全

かは不明ですが、例年に比べ相応の予算化が必要と思わ

白山市の豊かな自然の破壊を防止し、自然と人間の共存を

れます。

図り、後世に残していくことが私たちの責務です。物を捨

ロータリー財団

てない、大切にする、再利用するという「もったいない」

１．ロータリー財団活動への理解を深める。

精神で環境を大事にしましょう。自ら学びつつ、まずでき

２．少額寄付の一人年間目標額150ドル達成への協力依頼

ることから実践しましょう。

米山記念奨学会

職業奉仕

国際親善と国際交流を深めるために優秀な奨学生を支援

〇〇〇職業奉仕とは、高い専門的能力と倫理観、道徳観を持ち仕
〇〇〇〇

致します。また、奨学生とクラブ会員の親睦を図ります。

事を行い、仕事を通して社会に貢献し、奉仕の理想を学び

米山記念奨学会について勉強すると共に広報活動を致し

実践していく事。 ◇ 職場見学、職業奉仕の卓話と考察

ます。

事
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発信者
ガバナー
金沢香林坊RC
ガバナー

内容
ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI）のご案内（パート１） 日時：2019年8月31日（土）9：30～17：00

場所：富山県民会館

地区大会案内リーフレット配布のご案内
2022-2023年度ガバナー候補者の推薦について

ニコニコボックス
野々市ロータリークラブ
会長 宮川務様、幹事 新保
良介様
白山石川ロータリークラブ
会長 武藤一彦様、幹事 織
部資子様

西川

發子

野々市ロータリークラブ会長

宮川です。本日新保幹事と共に新年度のご挨拶に来ました。一年間宜しくお願いい

たします。
こんにちは。今年1年間白山石川RCの会長として身体に気をつけて、楽しいクラブ作りに頑張りたいと思います。
よろしくお願い申し上げます。
野々市RC会長、幹事様、白山石川RC会長、幹事様、本日はようこそお越し下さいました。これから共に協力し合って進みたいと
思います。宜しくお願い申し上げます。俳句協会の皆様、今日はお世話になりました。これからも宜しくお願い申し上げます。

林

康友

40年振りに水上克也会員のお世話で、お父さん水上すすむさんと再会。昨日、楽しいひとときを過ごす事が出来ました。有難うございました。

八木

良彦

社会奉仕委員会は楽しい活動をします。みなさん一緒に遊びましょう。

太田喜代司

今期会員研修増強委員会委員長の太田です。お友達作戦ですてきな人を紹介して下さい。一年間よろしくお願いいたします。

西

世界奉仕委員長を一年務めさせて頂きます。よろしくお願いします。台湾の莊前会長より6月8日の写真が600枚超ラインで

康雄

送ってきましたので、事務局へ転送しておきました。
東田

修一

誕生日祝いありがとうございます。これで夏バテをのりきりたいと思います。

西尾

昭彦

本年度広報委員長を拝命いたしました。一年間精いっぱい頑張ります。

今枝

佳勝

誕生日、美味お肉ありがとうございます。

ニコニコボックス金額
today ¥26,000

total ¥50,000

他クラブメークアップ
2019-20年度地区ＲＬＩ委員会
野々市ロータリークラブ
白山石川ロータリークラブ

6月29日
7月3日
7月4日

西川
西川

八木 良彦
發子、藤田 法暁
發子、藤田 法暁

出席率
83.33%
2019−20年度国際ロータリー テーマ

長
き
夜
や

ロータリーは世界をつなぐ
国際ロータリー第2610地区
会長
事務局

西川

發子

幹事

〒924-0871

藤田

法暁

石川県白山市西新町59-2

松任産業会館４階

TEL 076-274-5833
例会場

グランドホテル白山

TEL 076-274-0001

例会日

FAX 076-274-5332
火曜日

(第1火曜日 行善寺 TEL076-275-0656)
会報活動担当

水上

克也

http://ｗｗｗ.hakusan-rc.jp

ニコニコボックス担当

杉本

和美

e-mail info@hakusan-rc.jp
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金城大短期大学部
美術学科学生 作品
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