
■幹事 宮森 恒成 様 

※西村会長を支える 

※昨年１年間副幹事として勉強 

 してきたがまだまだ分からな 

 いことが多い 

※ＲＩ会長、ガバナー、西村会長の３つの思い、 

 方針に沿いながらうまく繋げていきたい 

※「居心地の良いクラブ」を目指す 

 

最後に本日から来年６月末日まで１２か月間よろ

しくお願いいたします。  
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■西村 信夫 様 

今年度においてコロナ禍でどう

やって運営していくのか？新しい

ＲＣ活動の在り方を見つけていか

なければいけない。オンラインと

少人数のハイブリッド型の例会な

ど現在は、それぞれのクラブで自

粛が続いている。元にもどしてい

くにはどうすればよいのか？しかし、元には完全には戻

らない。まさにロータリーを変革するチャンスだと思い

ます。ＲＩ（国際ロータリー）は「奉仕しよう。みんな

の人生を豊かにするために」とあります。また、神野ガ

バナーから７つの方針が出ています。これらを踏まえて

当クラブがどうしていくのか？正常な活動ができないの

で、会員相互の親睦・友和を図る新しいスタイルのＲＣ

へ変革しないといけない。 

《今年度の野々市ＲＣスタイル》 

※昨年度の引継ぎ事業でもある、子供のための防災教 

 育（富陽小） 

※卓話・移動例会を会員間で学ぶ、お互いを知る   

（仕事を理解する） 

※こんな時だからこそ親睦を図る、久々にバス旅行等 

  例えば、米山記念館（静岡）で学ぶ、 

  名門ゴルフ場を回ってもよいのでは、、、 

  富士山もある 

※Ｒ財団、米山奨学会の理解をさらに努める 

※世間、外部に対して広報を強化していく 

 ＲＣのイメージを広く伝えてイメージを変える 

※会員増強  

クラブ内の空気感をよくすれば、自然と増強されるこ

とに結びつく。 

余談ですが、ＲＣには同じ病気を持ってる人が多く、み

んなが繋がっている感じがしますね（笑） 

それぞれの年代で楽しく愉快にコロナに気を付けながら

１年間過ごしましょう！よろしくお願いいたします。  

「����－��年度 西村年度スタートです！」               

2021－2022年度 会長活動方針  

「居心地のいいロータリーに！」 

2021－2022年度幹事 活動方針 

居心地のいいロータリーに！ 

■会長 西村 信夫様 

 昨日、白山ＲＣの例会に出席してきました。 

原会長の挨拶の中に緊張するとの言葉がありまし

たが、実際ここに立つと私もたいへん緊張してお

ります。昨年のコロナ禍で矢原会長・齋藤幹事は

大変だったと思われます。本当にお疲れ様でし

た。今年は昨年できなかった事を引き続き継承し

て「居心地の良いＲＣ」をテーマとして掲げてい

きたいと考えております。現在はコロナ禍でやり

にくいことが多いですが、早く通常へ戻したいと

考えております。しかしながら絶対に今までと同

じ様なことはない。元には戻らないことは間違い

ないと思います。その中で新しいＲＣスタイルを

試行錯誤していかなければいけません。ＲＣ歴の

浅い会長幹事の二人なので、皆様からいろいろと

教えていただきながらやっていきたいと思ってい

ます。  

会長あいさつ 
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■お誕生祝い 宮川務様 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ご結婚記念 里見安那様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪今年度のプレゼント≫ 

誕生記念品：ＪＡ野々市様 「ワイン２本セット」 

結婚記念品：ヤクルト北陸様「青汁・ナッツセット」 

7月 結婚・誕生  

■新旧会長・幹事バッジ交換 

 

 

 

 

■直前会長 矢原憲雄様、直前幹事 齊藤邦博様へ

花束贈呈 

 

 

 

 

 

１年間お疲れ様でした。これからもご指導くださ

いますようお願いいたします。 
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トピックス 

■白山ロータリークラブ 

会長 原 勉様 

 １年間お世話になります。

野々市ＲＣは居心地がとって

も良いクラブだと思います。私は2023-2024年度第

2610地区ガバナー予定者です。今後も皆様のお力添

えを賜りたいと思います。和気あいあいの野々市Ｒ

Ｃを見習っていきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

幹事 中村 俊治様 

 今期は３ＲＣ合同新年会の幹事クラブ、３月には白

山ＲＣ５５周年と大切な行事がございます。        

皆様のご協力とご出席をお願い申し上げます。  

本日のお客様 

■第2610地区 第１グループＢ             

ガバナー補佐 本田英夫様 

いよいよガバナー補佐として

のスタートです。 

各７クラブに神野ガバナーの

思い考えを伝える役割を果た

したい。 

７つのクラブを回りますが、演題を「ロータリー

は健康資源」としました。 

肉体的、精神的、社会的健康がありますが、健康

に対する意識もＲＣに入会して変わった。 

そういったことも踏まえて皆様にロータリーの素

晴らしさをお伝えしていけたらと考えておりま

す。1年間よろしくお願いいたします。 



お花 アルストロメリア 

花言葉 持続 

原産地 南アメリカ 

   

お花ご購入者 

石澤康様、中井登喜子様 

西村信夫様、柳生好春様 
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今週のお花 
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ニコニコボックスご担当 

 梅野智恵子様 

ＳＡＡご担当 

里見安那様 

１年間よろしくお願いいたします。 

 
【今後の例会プログラム】    

7/14  活動方針 

7/21  2020-21年度会計報告 

    会員卓話 榎本いずみ 様 

7/28  夏を楽しむ会 

8/4    会員卓話 松田真一様 

8/11  休会 

 委員会報告 

■ 中長期計画プロジェクト委員長 矢原憲雄様 

 第一回委員会開催のお知らせについて     

 （本日例会後開催） 

 ニコニコボックス 

白山ＲＣ  会長 原 勉様 幹事 中村俊治様 

就任の挨拶に参りました。       

１年間宜しくお願いします。 

西村信夫  新年度に入りました。野々市ＲＣ会長

としてこれから１年間よろしくお願い

します。                 

矢原前会長、齊藤前幹事、               

１年間本当にご苦労様でした。          

親クラブ白山ＲＣ 会長 原勉様   

幹事中村俊治様、ご来訪ありがとうご

ざいます。お互いの地域の発展のため

にともに頑張りましょう。 

宮森恒成  白山ＲＣ原勉会長、中村俊治幹事    

ようこそ野々市ＲＣへお越しいただき

ました。昨日は西村会長とともに新年

度第１回目の例会に出席させていただ

き誠にありがとうございました。                             

会員のみなさま、１年間どうぞよろし

くお願いいたします。 

柳生好春  会長、幹事一年間お世話になります。 

竹澤勝志  今年度もよろしくお願いします。 

元尾弘司  健康で何より！！ 

中村俊昭  西村会長、宮森幹事             

新しい船出頑張って下さい。 

松田真一  西村会長、宮森幹事はじまりました。

一緒にがんばります。              

原白山ＲＣ会長宜しくお願いします。 



 積立寄付金  

■米山記念奨学会 特別寄付 

 竹澤勝志、西村信夫、里見安那、山口誠 

        2021-2022年度累計 15,000円 

■Ｒ財団 年次寄付 

 中村俊昭、松井満、西村信夫、中井登喜子 

      2021-2022年度累計 5,000円 
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■ 野々市ロータリークラブ事務局 ■ 

 〒921-8821 石川県野々市市白山町8-15  (公社）野々市市シルバー人材センター2F    

 ニコニコボックス 

本田英夫  西村会長丸の船出、おめでとうござい

ます。ガバナー補佐としても御支援、

相談させていただきます。 

宮川 務  西村会長、宮森幹事            

１年間宜しくお願い致します。 

石澤 康  白山ＲＣ 会長・原様 幹事・中村様           

ようこそいらっしゃいました。   

西村会長、宮森幹事            

本年度、楽しみにしています。 

下原 学  西村会長、宮森幹事           

１年よろしくお願い致します。 

榎本いずみ 西村会長、宮森幹事          

１年間よろしくお願いします。 

舟元英一  西村年度の理事、役員の皆様、    

一年間よろしくお願いします。 

清水良典  一年間宜しく御願い致します。 

田嶋秀之  西村会長、宮森幹事、皆様       

新年度宜しくお願い致します。    

原様、中村様、ようこそです。   

新保良介  西村会長、宮森幹事、そして各委員長

の皆様、一年健康にご留意し、頑張っ

て下さい。よろしくお願いします。 

北潟克輔  ニコボックスでは１年間お世話にな

り、ありがとうございました。今期会

員増強の任にあたり、皆様のご協力を

お願い申し上げます。 

齊藤邦博  白山ＲＣ 原会長、中村幹事    

ようこそお越しくださいました。

一年間よろしくお願い致します。 

中井登喜子 白山ＲＣ 原会長、中村幹事     

ようこそいらっしゃいました。   

宜しくお願い致します。 

里見安那  本日より西村会長、宮森幹事を中

心に微力ながらＳＡＡとして皆様

に喜んでいただけますよう全力を

尽くして参りたいと存じます。  

皆様からの御指導お願い申し上げ

ます。又、お祝いしていただきま

してありがとうございます。 

松岡真紀、柳川勇人、硎野哲也、梅野智恵子    

大西由紀子  

計26件  合計50,500円（お花代込み） 

2021-2022年度累計 50,500円 


