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会長挨拶

令和４年２月２２日
白山RC 西 康雄 副会長

皆さん、おはようございます。
今日は2022年2月22日は猫の日です。また「2」が 6回も連なる
「スーパー猫の日」であり、次に来るのは100年後ということで
大変珍しい日だそうです。
昨日、西郷輝彦さんの訃報がありました。前立腺がんというこ
とでした。大体男性は50歳を過ぎたら、健康診断の血液検査で、
ＰＳＡの値が4という数字を超えないようにお医者さんがチェック
してくれます。日常忙しくて健康診断に行きそびれると発見が遅
れてしまう場合があります。西郷さんも、日常忙しくて健康診断
に行くのが遅れてしまったのではないかと思います。皆様も早め
に毎年継続して健康診断を受けることが大事だと思います。老婆
心ながらも申し上げておきます。それから55周年の日が間近に
迫ってまいりました。スケジュールの案内がFAXで来ておりましたが、リハーサル日、当日について、この後、
幹事さんの方から報告がありますので周知徹底して頂きたいなと思います。よろしくお願い致します。
お客様

白山石川RC 会長

小柳善裕 様

白山石川RC 創立20周年実行委員会委員長

浅野昭利 様

白山石川RC 創立20周年実行委員会幹事

野澤誠治 様

●挨拶 白山石川RC創立20周年実行委員長 浅野昭利 様
我々、昨年記念式典と祝賀会をする予定だったのですが、コロナ渦で4月1６日に執り行うこと
となりましたので、今日は皆様にご挨拶に参りました。
白山RCさんとは2001年の10月25日に設立した際に、白山RCさん（旧松任RC）がスポンサー
クラブとして、又、吉田外志雄さんが特別代表として設立となりました。本当にこの親クラブに
は長年に渡って大変お世話になっております。我々が、これまで２０年なんとかやってこれたの
も、皆様のお蔭と、あの当時の設立のご恩は、今でも会員一同胸に秘めております。いろんな面
で世の中が変わっていきますが、それに追従するように一歩一歩進め、良いクラブとは、何ぞやと
自問自答しながら、前へ前へと進めております。現在、会員数が40人になり、若い人が中心になって色んな事を切り盛りしてお
ります。我々白山石川RCの20周年を期に更なる前進を進めたい、そんな思いでいっぱいです。どうかこれからもお付き合いの程、
どうぞよろしくお願いします。

●挨拶 白山石川RC会長 小柳善裕 様
昨年の１１月２０日に開催予定がコロナの４月１６日に変更になりました。
まだコロナの終息状況がはっきりしないということで皆様には全員登録していただきたかった
のですが、会長、幹事さんに代表して出ていただくという事になっております。
規模は小さくはなりましたが企画は活きております。
我々のクラブの生き様、ロータリークラブの活動を、如何に外部の皆さんに発信するかを
意識して取り組んでいます。そのような趣旨を全うするという意味で成功裏に導きたいと思い
ます。そのためには親クラブである白山ロータリークラブの皆さんのご指導、ご支援を是非
頂きたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

●奨学金贈呈 米山奨学生 汪暁蓓 様
歓送会がありましたが、オンラインで行われました。
奨学生として何を学んだのか、どのような生活を送ったのか、そして今後の生活について
いろいろ発表しました。私は今、小紙論文を作成して審査に入っています。

米山奨学生 汪 暁蓓 さん
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●プログラムクラブフォーラム

創立55周年について

西竹弘明 記念大会長
本日は、創立５５周年の記念式典の最終打ち合わせということで、会員、夫人の
集い全員で、成功させたいという思いで、委員会を設けてまいりました。
その内容について口頭でまた説明してもらいますので、手落ちのないように
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頑張ってほしいと思います。

最終打ち合わせの中では、開催日延期等、いろいろお話しがでました。
白山石川も４月１６日、

第７波のリスクを抱えながらやっておりますが、

記念大会長 西竹弘明さん

私たちは５５周年を間近にし、細心の注意を払い、３密を避け、検温、手洗い、
マスクを徹底してやりたいと思っています。
当日は、一切飲食はありませんが、事故のないように成功裏に終わることを願っています。
今から幹事の田中さんより、各委員会への説明がありますが、
自分の任務について不明点を確認頂きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

幹事担当 田中和子さん
登録担当

吉村さん

登録担当 吉村伸成さん

式典担当 西川發子さん

会場設営担当 藤田智樹さん

招待者情報、受付、アテンド役割名簿についてご説明
頂きました。

式典担当

西川さん

式次第進行内容についてご説明頂きました 。

会場設営担当

藤田さん

リハーサル日、当日の会場設営、受付、招待客アテンﾄﾞ担
当役割､お弁当配布、服装、集合記念撮影について説明頂
きました。

実行委員長

林さん

実行委員長 林康友さん

リハーサル、当日の時間帯、各位への御協力依頼および当
日の感染の注意喚起がありました。

幹事報告
白山RC 中村 幹事

委員会報告
ロータリー財団 太田喜代

委員会報告 杉本委員長
千代女プロジェクト

ロータリーの友紹介

ニコニコボックス報告

出席報告

白山RC 中川 英治雑誌小委員長

白山RC 西竹弘明小委員会副委員長

白山RC 西尾昭彦出席小委員

2月誕生祝
2/3

発信者

内容
2021学年度ロータリー米山記念奨学会3月奨学期間終了者歓送会オンライン開催のご案内

ガバナー

日時：2022年2月19日（土） 14：00～16：00
財団室NEWS2022年2月号が届きました 2022ｰ23年度ＲＩ会長のテーマは「イマジンロー

ＲＩ日本事務局

タリー」です 平和構築と紛争予防月間リソースのご案内
創立20周年記念式典並びに祝賀会ご臨席のお願い 日時：令和4年4月16日（土）

白山石川ＲＣ

16：00～ 場所：グランドホテル白山 グローリーホール
PHS（ポール・ハリス・ソサエティ）認証式のご案内

ガバナー事務所
ガバナー事務所

第34回全国ローターアクト研修会本登録のご案内

日時：2022年3月26日（土）～27日（日）ZOOMにて

米山記念奨学生のお世話クラブとカウンセラーのお引き受けについてのお願い

ガバナー

奨学生：オウ クンゴウ（男性） 中国 北陸先端科学技術大学院大学修士2年
2021-2022年度地区大会のご案内 日程：5月14日（土）指導者育成セミナー、

七尾みなとＲＣ

歓迎晩さん会 加賀屋 5月15日（日）本会議 あえの風、大懇親会 加賀屋
創立20周年記念式典・祝賀会について（会員登録は行わない）
ハイライトよねやまVol.263が届きました

白山石川ＲＣ
米山記念奨学会
ガバナー

指導者育成セミナー開催のご案内

日時：2022年5月14日（土）15：00～17：25 場所：和倉温泉加賀屋

対面式ヒューストン国際大会開催のお知らせ（6月4日-8日）
第3回ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI）パートⅢのご案内

ヒューストン国際大会コーディネーター

ガバナー

日時：2022年4月24日（日）9：30～16：30

ガバナー

第1回クラブ国際奉仕委員長会議のご案内

ZOOMにて

日時：2022年3月6日（日）13：30～14：30

ZOOMにて

歳末たすけあい募金ご寄付お礼

石川県共同募金会白山市共同募金委員会

ニコニコボックス
白山石川ＲＣ 浅野昭利
様、小柳善裕様、野澤誠

20周年宜しくお願い致します。

治様

西竹

弘明

田中

和子

杉本

和美

大黒

柚依

本日は創立55周年式典についてクラブフォーラムをしていただき最終打合せが出来る事をありがたく感謝します。全員で成功させましょう。

本日は足元の悪い中大雪の所白山石川の皆さんようこそご参加頂きありがとうございます。創立55周年のクラブ
フォーラムどうぞ宜しくお願い致します。
千代女プロジェクト2/13（日）無事に金城短大美術学科の学生達の作品に優秀賞を渡すことが出来ました。皆様にご
協力いただきありがとうございました。
お誕生日お祝いありがとうございます。ことしはたくさん集まる機会があるといいなぁ！また皆様いろいろお教え下さい！！

ニコニコボックス金額
today ¥11,000

total ¥336,500

他クラブメークアップ
1月29日
1月29日
2月5日
2月6日
2月13日
2月19日
2月19日

ロータリー財団補助金管理セミナー
第1回地区財務・監査合同委員会
ロータリー財団補助金管理セミナー
クラブ職業奉仕委員長会議
第2回諮問委員会
第1回クラブ社会奉仕委員長会議
2021学年度ロータリー米山記念奨学会3月奨学期間終了者歓

西尾
勉、 宮本
杉本
藤田
原
杉本
原

原

昭彦
哲一、中村
和美
法暁
勉
和美
勉

英一

出席率
71.88%
ちよことちよぴ
三
日
月
の

事務局

〒924-0871

石川県白山市西新町159-2

例会場

TEL 076-274-5833 FAX 076-274-5332
グランドホテル白山 TEL 076-274-0001 例会日 火曜日

会報活動担当
ニコニコボックス担当
http://www.hakusan-rc.jp
e-mail info@hakusan-rc.jp

大黒 柚依
竹内
茂
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松任産業会館４階

針原 利浩
西竹 弘明
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・
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今
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金城大短期大学部
美術学科学生 作品
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