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国際ロータリー第2610地区

例 会 報 告

会長 原 勉

幹事 中村 俊治

自分のできる奉仕を そして思いやりを

白山ロータリークラブ
R.IDISTRICT 2610.JAPAN HAKUSAN ROTARY CLUB

2021-2022年度

白山ロータリークラブ目標

2021-2022年度

国際ロータリーテーマ

会長の時間 原 勉 会長

令和３年７月６日

会長挨拶
今期が始まり大変緊張しております。

会員皆様の応援を頂きながら一年間過ごしていきたいと思っております。

宜しくお願い致します。今日は時間が無いという事なので、また後ほど

就任あいさつにて、もう少しだけお話させて頂きます。

(西村会長)

今年10月に2000回例会を迎え何かしら

の節目の行事も考えております。

1年間宜しくお願い致します。

(小柳会長)

今年度20周年を迎え是非とも親クラブのお力も

お借りしたいと思っております。

これからはクラブ同士、会員同士個人の交流

も充実させていってはどうかと考えております。

入会式
金城短期大学より

東田会員の後任と

して、堀 一浩様

が入会されました。

米山奨学金贈呈
王 暁蓓 さんに奨

学金が手渡されま

した。金沢大学で

の研究内容の説明

がありました。

『自分でできる奉仕を そして思いやりを』です。

今日、こちらに来る途中で藤田直前幹事が一人で道路の清掃をしているところを見かけました。このコロ

ナ禍でなかなか大勢で集まっての奉仕はできません。身近なところでできる事からするという大切さを実感

しましたし、そこから思いやりが生まれれば更なる奉仕の理想がうまれるのでは？と思いました。

今年度は55周年を迎え、実行委員会や各委員会にもご協力を仰ぐ事と思いますが1年間宜しくお願い致

します。 時間がありませんので今後の例会にて、またお話させて頂きます。

管理運営委員会

委員長 藤本 カズ子
原会長のテーマにのっとり、

仲良い楽しいクラブ運営に

なるよう努めます。特色を活

かし誇りを持ち知識を深め

クラブのステータスを高めら

れるような活動を進めます。

会員研修増強委員会

委員長 奥村 俊哉
コロナ禍ではありますが今年

度55周年を迎え、また地区ガ

バナー輩出控えたこの時期

に会員拡大は有意義なもの

と考えます。皆様の御協力を

得ながら進めてまいります。

職業奉仕委員会

委員長 藤田 法暁
ロータリー活動の基本でも

ある職業奉仕の精神を振り

返り職業倫理の普及もめざ

したい。自ら掲げた活動計

画を全て実現させたいと思

います。

社会奉仕委員会

委員長 杉本 和美
これまで通り千代女に関係した

事業は継続させたいと思ってい

ます。中でも昨年度中止となっ

た第10回子供句会は何として

でも開催したいです。ジオパー

ク事業の理解等、白山市に根

付いた活動を推進します。

世界奉仕委員会

委員長 水上 克也
財団・米山奨学会理解を

深め、ＩＴを活用し友好クラ

ブとの関係を良好にしま

す。コロナ禍ではあります

が、少額寄付や交換学生

受け入れと支援など宜しく

お願い致します。

幹事中村俊治
副幹事を経ておりますが、

まだまだ勉強不足でご迷惑

をお掛けするかと思います

が、皆さんの御協力のもと

1年間務めさせて頂きます。

宜しくお願い致します。

新旧バッチ交換
開会点鐘の後、新旧会長・幹事バッチ交換が

行われ、新年度がスタートいたしました。

中野直前会長⇔原会長

藤田直前幹事⇔中村幹事

野々市ロータリークラブ

新会長西村信夫様 ・ 新幹事 宮森恒成様

白山石川ロータリークラブ

新会長小柳善裕様 ・ 新幹事 林哲也様

～ ご来訪者紹介 ～

7月結婚記念藤本会員誕生日 針原・西 会員ロータリーの友紹介中川会員

～新任ご挨拶～
会長 原 勉
新年度第一回の例会ですので、まずはＲＩ会長テーマ『奉仕しよう

みんなの人生を豊かにするために』 ＳＥＲＶＥ ＴＯ ＣＨＡＮＧＥ

ＬＩＶＥＳ についてご紹介いたします。(中略) 引き続き、地区方針

『レジリエンス～未来のロータリーを築こう』ＲＥＳＩＬＩＥＮＣＥ～

ＭＡＫＥ ｔｈｅ ＦＵＴURE ｏｆ ＲＯＴＡＲＹ についてもご紹介いたします。

(中略)そして今年度、私が掲げた白山ロータリークラブのテーマは



野々市ＲＣ会長　西村　信夫

様、幹事　宮森　恒成様

白山石川ＲＣ会長　小柳　善

裕様、幹事　林　哲也様
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他クラブメークアップ

米山カウンセラー研修会

原会長、中村幹事いよいよ船出ですね。我がクラブの力強い舵取りをお願いいたします。新会員堀様、これから宜しくお願いします。

原会長の新たな船出にSAAとしてご一緒できる事に嬉しく思っています。皆様一年間よろしくお願い致します。野々

市RC西村会長、宮森幹事、白山石川RC小柳会長、林幹事御就任おめでとうございます。御挨拶ありがとうございま

した。

原会長を先頭に新しい年度がスタートしたこと、およろこび申し上げます。今年度は会報担当、一年間よろしくお願

い致します。皆様のたくさんの笑顔をお撮りします。

¥65,000

今期も世界奉仕委員会の委員長をさせていただきます。よろしくお願い致します。

原会長、中村俊治幹事、各委員長様いよいよスタートですね。この一年どうぞ宜しくお願い申し上げます。

原会長おめでとうございます。前途洋々、頑張って下さい。汪さん一年間しっかり勉強して下さい。よろしく。

新年度いよいよスタートですネ。会長、幹事よろしくお願い申しあげます。今年度は社会奉仕委員長を拝命いたしま

した。先輩の皆様が続けてこられた「千代女プロジェクト」「子供句会」に少し杉本エッセンスを加えられるように

一年間頑張ります。
誕生祝ありがとうございます。原会長の新体制の下、自身の役割を果たしていきたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

中野　 　 素

出席率

91.00%

ちよか

ロータリー文庫運営委員会

発信者

ロータリーの友事務所
ＲＩ日本事務局

内容

ニコニコボックス

会長　原、幹事　中村丸の船出です。今期は55周年を迎える年です。健康に留意され頑張って下さい。

今期は職業奉仕委員長をおおせつかりました。1年間皆様の協力の元なんとか頑張りたいと思いますのでよろしくお願い致します。

国際ロータリー第2610地区2021-22年度ガバナーエレクト事務所開設のご案内
日本事務局「在宅勤務延長」のお知らせ、2021年7月のロータリーレートは1ドル＝111円となります

新型コロナウイルス感染症に関する友事務所対応の件（第11報の継続）
運営協力金減額およびホームページの利用方法について

ガバナーエレクト

新年度のご挨拶にうかがいました。1年間よろしくお願いいたします。お互いの地域の発展のためがんばりましょう。

本年度第一例会開催おめでとうございます。親クラブ子クラブ共に大変な年ですがよろしくお願いします。

1年よろしくおねがいします。

1年間お世話になります。野々市クラブ会長　西村信夫様、幹事　宮森恒成様、白山石川クラブ会長　小柳善裕様、幹

事　林哲也様ようこそ白山クラブへ、来訪ありがとうございます。

ガバナー 2024-2025年度ガバナー候補者の推薦について
地区国際青少年交換委員会

today ¥65,000 total

ニコニコボックス金額

2022-2023年度派遣交換学生募集について

副会長を拝命致しました。微力を捧げる覚悟です。誕生祝頂きました。思えば遠くへ来たものだ。健康第一。

原会長ステキなロータリーバッチありがとうございます。何かと大変でしょうがガンバッテ下さい。又宜しくお願い

致します。結婚祝ありがとうございます。

地区米山事務局

地区米山記念奨学会委員会委員長

石川県健康福祉部長

21-22年度地区米山記念奨学会委員会事務局について
国際ロータリー第2610地区米山記念奨学会学友会第16回定期総会及び卓話会開催のご案内

日時：2021年7月22日（木）13：30～15：30　ZOOMにて

令和3年度「愛の血液助け合い運動」の実施について

金城大短期大学部

美術学科学生 作品

そして思いやりを
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会員皆様の応援を頂きながら一年間過ごしていきたいと思っております。

宜しくお願い致します。今日は時間が無いという事なので、また後ほど

深め、ＩＴを活用し友好クラ

す。コロナ禍ではあります

が、少額寄付や交換学生

受け入れと支援など宜しく

まだまだ勉強不足でご迷惑

年間務めさせて頂きます。

中川会員

http://www.hakusan-rc.jp/

