
例     会 

SAA: 吉田 康志 様

■ 開会点鐘

■ 国歌斉唱 

■ ロータリーソング「奉仕の理想

会 長 挨 拶 

会長 舟元 英一 様 

皆様こんにちは。本日は、沢山のお客様がお見えになっています。

まずは、野々市市長の粟貴章様です。粟市長様には、本日、公私共にご多用にもかかわらず例会

にご出席いただき御礼申しあげるとともに、日頃より、当ロータリークラブのために様々の面でご

尽力をいただきまして改めて感謝を申し上げます。

また、本日は、地区の方からガバナー補佐の吉井清様がクラブ訪問されています。吉井ガバナー

補佐には、常日ごろから何かとご指導をいただき有難うございます。また、現在、吉井ガバナー補

佐には、３月２６日（日）の IM の開催に向けて懸命な取り組みをされています。既に、私の方から

も紹介させていただいておりますが、従来とは異なる出席者参加型の新しい形式での

全くサンプルがない。全て一から練り積み上げなければならない点で大変なご苦労であると察しま

すが、どうやら予定の登録人員の確保等その概略も整ってきているようであります。きっと参加者

は、今までにない新しい形での IM

また、ロータリークラブ、昨年の

取り入れられた結果、当地区でも組織規程の変更を踏まえた新しい形式で運用が開始されているク

ラブも出てきているようにも聞いています。

以上のように、ロータリークラブもチャレンジ＆チェンジの精神で徐々にではありますが着実に

変わってきているのではないかと考えています。

ところで、第２７回全国椿サミット野々市大会が３月１８日（土）、フォルテ大ホールにおいて「古

（いにしえ）から未来につなぐ朱鷺（ときいろ）の時間（とき）」をテーマに開催されることとなっ

ています。当市には、「野々市」と命名された秋ごろから淡い朱鷺色の花を開く極早咲きの椿がある

そうです。アニメーション映画（思い出のマーニー）の米林宏昌監督の作画でピンクを基

インしたポスターも先ごろ出来上がったと聞いています。野々市市での開催は、２１年振り２回目

だそうですが、椿をご縁に全国から自治体関係者、愛好者が集う一大イベントです。「ののいち椿館」

には３００品種の椿の展示もなされるそうです。

椿には「不老」、「公徳」、」「常緑」、「清浄」等十の徳があるそうですが、是非一度ご都合の付く方

は会場に出向かれてはいかがでしょうか。

お 客 様 

野々市市長   
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白山ロータリークラブ 会長 

白山ロータリークラブ 創立 50 周年実行委員長
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皆様こんにちは。本日は、沢山のお客様がお見えになっています。

まずは、野々市市長の粟貴章様です。粟市長様には、本日、公私共にご多用にもかかわらず例会

にご出席いただき御礼申しあげるとともに、日頃より、当ロータリークラブのために様々の面でご

尽力をいただきまして改めて感謝を申し上げます。

また、本日は、地区の方からガバナー補佐の吉井清様がクラブ訪問されています。吉井ガバナー

補佐には、常日ごろから何かとご指導をいただき有難うございます。また、現在、吉井ガバナー補

の開催に向けて懸命な取り組みをされています。既に、私の方から

りますが、従来とは異なる出席者参加型の新しい形式での

全くサンプルがない。全て一から練り積み上げなければならない点で大変なご苦労であると察しま

すが、どうやら予定の登録人員の確保等その概略も整ってきているようであります。きっと参加者

IMを経験されるのではないかと考えています。

また、ロータリークラブ、昨年の RIの規定審議会での組織規程の変更等でクラブ運営に柔軟性が

取り入れられた結果、当地区でも組織規程の変更を踏まえた新しい形式で運用が開始されているク

るようにも聞いています。

以上のように、ロータリークラブもチャレンジ＆チェンジの精神で徐々にではありますが着実に

変わってきているのではないかと考えています。

ところで、第２７回全国椿サミット野々市大会が３月１８日（土）、フォルテ大ホールにおいて「古

（いにしえ）から未来につなぐ朱鷺（ときいろ）の時間（とき）」をテーマに開催されることとなっ

ています。当市には、「野々市」と命名された秋ごろから淡い朱鷺色の花を開く極早咲きの椿がある

そうです。アニメーション映画（思い出のマーニー）の米林宏昌監督の作画でピンクを基

インしたポスターも先ごろ出来上がったと聞いています。野々市市での開催は、２１年振り２回目

だそうですが、椿をご縁に全国から自治体関係者、愛好者が集う一大イベントです。「ののいち椿館」

には３００品種の椿の展示もなされるそうです。

椿には「不老」、「公徳」、」「常緑」、「清浄」等十の徳があるそうですが、是非一度ご都合の付く方

は会場に出向かれてはいかがでしょうか。

  粟  貴章 様 

ガバナー補佐  吉井 清  様（金沢北

  西  康雄 様（電気工事）

周年実行委員長  小林 芳郎 様（鋼材販売）
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まずは、野々市市長の粟貴章様です。粟市長様には、本日、公私共にご多用にもかかわらず例会

にご出席いただき御礼申しあげるとともに、日頃より、当ロータリークラブのために様々の面でご
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の開催に向けて懸命な取り組みをされています。既に、私の方から

りますが、従来とは異なる出席者参加型の新しい形式での IM開催なので、

全くサンプルがない。全て一から練り積み上げなければならない点で大変なご苦労であると察しま
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ところで、第２７回全国椿サミット野々市大会が３月１８日（土）、フォルテ大ホールにおいて「古

（いにしえ）から未来につなぐ朱鷺（ときいろ）の時間（とき）」をテーマに開催されることとなっ

ています。当市には、「野々市」と命名された秋ごろから淡い朱鷺色の花を開く極早咲きの椿がある

そうです。アニメーション映画（思い出のマーニー）の米林宏昌監督の作画でピンクを基調にデザ

インしたポスターも先ごろ出来上がったと聞いています。野々市市での開催は、２１年振り２回目

だそうですが、椿をご縁に全国から自治体関係者、愛好者が集う一大イベントです。「ののいち椿館」

椿には「不老」、「公徳」、」「常緑」、「清浄」等十の徳があるそうですが、是非一度ご都合の付く方
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様（電気工事）

様（鋼材販売）



お客様ご挨拶 

白山ロータリークラブ  

創立 50 周年実行委員長  小林

当クラブは 4月 8日に創立 50 周年記念式典を行います。当日はスポー

ツ庁長官の鈴木大地氏にご講演をいただきます。多数の皆様のご登録を

お願い申し上げます。 

RI 第 2610 地区石川第一分区 B ガバナー補佐

先ほど会長様のご挨拶にもありましたが、今年度はこの地区のクラブ

が協力して IM を実施することになりました。各クラブでホスト持ち回り

で行っていましたが、開催しない年度があったり、滞りがちでしたので

このようなスタイルをトライしてみることにしました。予定登録人数も

整いました。野々市 RCには会計・事務局をお引き受けいただき

当日はロータリーの良さを分かち合いたいと思います。

結婚記念月・誕生月祝い 

お誕生：松岡様 

ご結婚：中村寛二様(1 月分)、吉田哲郎様、竹澤様

幹 事 報 告 

織部 秀一 幹事 

来週の例会は松任税務署長 茶木次司

確定申告の受付~知って得するちょっといい話」です。

委 員 会 報 告 

副会長 竹澤 勝志 様 

 22 日家庭集会報告があり、今、それぞれの班で集まりを開こうとされ

ていると思います。テーマについてご質問がありました。一つは当クラ

ブの継続事業についてです。今行っている事業でより深めていきたい

ものとか、自分たちの思いを自由にお話合いいただければと思います。

会長エレクト 石澤 康 様 

もう 1つのテーマは休会の扱いの緩和についてです。数年前にある会員

さんが 2・3年ロータリーに顔を出せなくなることを理由にご退会なさっ

たのですが、あの時もっと柔軟な考え方ができる仕組みだったらよかった

なという思いもあり、テーマに揚げさせていただきました。様々なご意見

を出していただければと思います。
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芳郎 様

周年記念式典を行います。当日はスポー

ツ庁長官の鈴木大地氏にご講演をいただきます。多数の皆様のご登録を

ガバナー補佐  吉井 清  様（金沢北

先ほど会長様のご挨拶にもありましたが、今年度はこの地区のクラブ

を実施することになりました。各クラブでホスト持ち回り

行っていましたが、開催しない年度があったり、滞りがちでしたので

このようなスタイルをトライしてみることにしました。予定登録人数も

には会計・事務局をお引き受けいただきます。 

当日はロータリーの良さを分かち合いたいと思います。

吉田哲郎様、竹澤様

茶木次司様の「明日から始まる所得税の 

知って得するちょっといい話」です。

日家庭集会報告があり、今、それぞれの班で集まりを開こうとされ

ていると思います。テーマについてご質問がありました。一つは当クラ

ブの継続事業についてです。今行っている事業でより深めていきたい

ものとか、自分たちの思いを自由にお話合いいただければと思います。

つのテーマは休会の扱いの緩和についてです。数年前にある会員

年ロータリーに顔を出せなくなることを理由にご退会なさっ

たのですが、あの時もっと柔軟な考え方ができる仕組みだったらよかった

なという思いもあり、テーマに揚げさせていただきました。様々なご意見

を出していただければと思います。
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様（金沢北 RC） 



卓     話 

野々市市 市長 粟 貴章 様 

お招きありがとうございます。野々市市は市制

お蔭様でこの 5年間皆様のご協力をいただきながら、計画通りにうま

くいっているかなという感じです。お話しするにあたって竹澤様から

野々市市の課題・困っていることとか

ストがありました。まとまりはありませんが、思いつくところをお話ししていきたいと思います。

最近発表された人口動態統計では石川県は転入超過でした。人口自体は増えているわけです。労

働力の不足で外国人の方々が増えたのではないかと新聞には書いてありました。野々市市

ところで、社会増減はマイナスでした。出生率は

として出てきた以上、これを受け止めて市制を行っていかなければいけません。雇用の場の創出、

地方創生、特に女性の働きやすい環境を整えて少子化に歯止めを止めたいと考えています。

野々市市は他の県内の地域に比べて自然環境の恵みは少ないかもしれません

べき資源は住民の皆さんが元気で輝いているところです。自分たちで暮

ていく取り組みをたくさんなさって

 土地区画事業について申しますと、住宅地を供給することに焦点を置いていましたが、宅地だけ

の町はおもしろみがないと感じています。昨年から西南中央地区（

が、このエリアは中央公園もあるし、快適な健康ライフのための街づくりにしようとしています。

また県立大学のある中林エリアも大学との連携で将来的に特徴をもった街にしていき

います。さらに街中についていえば、住民主体で「北国

上げていってもらっていますが、旧図書館

ればなりません。 

 3 月 18・19 日には全国椿サミット野々市大会があります。野々市市のつばきの企画展など、市民

のみなさんがこうゆうおもてなしをしたいというアイデアが素晴らしいかたち

市ロータリークラブにはフレンドリーコンサートなど団体レベルの街づくりに非常に貢献していた

だいていると思っています。 

これから取り組んでいきたいのは国際交流です。学校やそれぞれの団体が熱心に行っていますが、

これを市が横の連携をとる努力をしてこなかった。野々市市で暮らす外国人と市民の皆さんが一同

に集まり、交流を盛んにできる取り組みをしたいと思っています。
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お招きありがとうございます。野々市市は市制 5年を迎えました。 

年間皆様のご協力をいただきながら、計画通りにうま

くいっているかなという感じです。お話しするにあたって竹澤様から

野々市市の課題・困っていることとか野々市 RCと一緒にできることなんかを話してほしいとリクエ

ストがありました。まとまりはありませんが、思いつくところをお話ししていきたいと思います。

最近発表された人口動態統計では石川県は転入超過でした。人口自体は増えているわけです。労

の方々が増えたのではないかと新聞には書いてありました。野々市市

ところで、社会増減はマイナスでした。出生率は 1.7％ですが、2.0%には届いておりません

として出てきた以上、これを受け止めて市制を行っていかなければいけません。雇用の場の創出、

地方創生、特に女性の働きやすい環境を整えて少子化に歯止めを止めたいと考えています。

野々市市は他の県内の地域に比べて自然環境の恵みは少ないかもしれません

べき資源は住民の皆さんが元気で輝いているところです。自分たちで暮らしと地域社会を豊かにし

っていて、誇らしく感じております。 

すと、住宅地を供給することに焦点を置いていましたが、宅地だけ

町はおもしろみがないと感じています。昨年から西南中央地区（金沢脳神経病院のあたり）です

中央公園もあるし、快適な健康ライフのための街づくりにしようとしています。

また県立大学のある中林エリアも大学との連携で将来的に特徴をもった街にしていき

います。さらに街中についていえば、住民主体で「北国街道ののいちの市」な

上げていってもらっていますが、旧図書館(11 月移転予定)エリアの今後の活用も検討していかなけ

日には全国椿サミット野々市大会があります。野々市市のつばきの企画展など、市民

のみなさんがこうゆうおもてなしをしたいというアイデアが素晴らしいかたち

市ロータリークラブにはフレンドリーコンサートなど団体レベルの街づくりに非常に貢献していた

これから取り組んでいきたいのは国際交流です。学校やそれぞれの団体が熱心に行っていますが、

これを市が横の連携をとる努力をしてこなかった。野々市市で暮らす外国人と市民の皆さんが一同

に集まり、交流を盛んにできる取り組みをしたいと思っています。
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と一緒にできることなんかを話してほしいとリクエ

ストがありました。まとまりはありませんが、思いつくところをお話ししていきたいと思います。

最近発表された人口動態統計では石川県は転入超過でした。人口自体は増えているわけです。労

の方々が増えたのではないかと新聞には書いてありました。野々市市は意外な

届いておりません。データ

として出てきた以上、これを受け止めて市制を行っていかなければいけません。雇用の場の創出、

地方創生、特に女性の働きやすい環境を整えて少子化に歯止めを止めたいと考えています。

野々市市は他の県内の地域に比べて自然環境の恵みは少ないかもしれません。野々市市の活かす

と地域社会を豊かにし

すと、住宅地を供給することに焦点を置いていましたが、宅地だけ
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中央公園もあるし、快適な健康ライフのための街づくりにしようとしています。

また県立大学のある中林エリアも大学との連携で将来的に特徴をもった街にしていきたいと思って

などのイベントで盛り

エリアの今後の活用も検討していかなけ

日には全国椿サミット野々市大会があります。野々市市のつばきの企画展など、市民

のみなさんがこうゆうおもてなしをしたいというアイデアが素晴らしいかたちになりました。野々

市ロータリークラブにはフレンドリーコンサートなど団体レベルの街づくりに非常に貢献していた

これから取り組んでいきたいのは国際交流です。学校やそれぞれの団体が熱心に行っていますが、

これを市が横の連携をとる努力をしてこなかった。野々市市で暮らす外国人と市民の皆さんが一同



ニコニコボックス

齊藤 邦博 様 

卓上の花：アカシア  花言葉：友情

卓上の花：清水様 
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メークアップさせていただきます。

白山 RC  50 周年実行委員長 小林

 会長 

 4 月 8 日に創立 50 周年

 上げます。 

舟元 粟市長お忙しいところ卓話をお引き受けされ有難うございました。

吉井ガバナー補佐クラブ訪問ありがとうございます。

西会長、小林実行委員長

中村寛二 結婚 47 周年を迎えました。もうあとわずかの人生を仲良くやっていきます。

元尾 市長さんご多忙の中大変ありがとうございます。

織田 粟市長本日はありがとうございます。

松田 粟市長、卓話楽しみにしています。吉井様、西様、小林様ようこそ。

石澤 野々市市長 粟様 とても有意義な卓話でした。ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いいたします。

清水 粟市長、卓話ありがとうございました。

 白山 RC 西会長、小林実行委員長、吉井ガバナー補佐ようこそ。

 おります。 

榎本  雪見の会お世話ありが

した。 

田嶋 粟市長、本日はありが

 合格する事ができまし

吉田康志 市長、卓話ありがとう

西村 市長 ご苦労様です。

吉田哲郎 結婚記念のお祝いあり

すみません。 

齊藤 粟市長卓話ありがとうございました。

松岡、竹澤、松井

本日の収入額 46,500 円 累計

記録：松井 
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例会日 ■ 第 1790 回例会

■ 会場 於「金沢国際

花言葉：友情

ガバナー補佐 吉井 清 様 

メークアップさせていただきます。

小林 芳郎 様 

西  康雄 様 

周年記念例会を行います。多数の皆様の登録出席

粟市長お忙しいところ卓話をお引き受けされ有難うございました。

吉井ガバナー補佐クラブ訪問ありがとうございます。

西会長、小林実行委員長 50 周年記念事業と取組ご苦労様です。

周年を迎えました。もうあとわずかの人生を仲良くやっていきます。

市長さんご多忙の中大変ありがとうございます。

粟市長本日はありがとうございます。

粟市長、卓話楽しみにしています。吉井様、西様、小林様ようこそ。

とても有意義な卓話でした。ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いいたします。

粟市長、卓話ありがとうございました。

西会長、小林実行委員長、吉井ガバナー補佐ようこそ。50

がとうございました。みや川さんのお食事券

がとうございました。私事ですが、加賀友禅伝統工芸士

した。より精進いたします。 

卓話ありがとうございました。 

。

りがとうございます。なかなか例会に出席でき

粟市長卓話ありがとうございました。

650,457 円 

2017 年 2 月 8 日（水） 

金沢国際ホテル」 

出席をお願い申し 

粟市長お忙しいところ卓話をお引き受けされ有難うございました。

周年を迎えました。もうあとわずかの人生を仲良くやっていきます。

粟市長、卓話楽しみにしています。吉井様、西様、小林様ようこそ。

とても有意義な卓話でした。ありがとうございました。

50 周年楽しみにして 

食事券、ありがとうございま

加賀友禅伝統工芸士認定試験に 

きずご心配をおかけし


