
例     会 

■ 開会点鐘

■ ロータリーソング「我等の生業

会 長 挨 拶 

会長 舟元 英一 様 

皆様こんにちは。まず、本日のお客様をご紹介させていただきます。石川第１分区Ｂから

ガバナー補佐の吉井清（よしいきよし）様が最後の公式訪問ということでお見えになってい

ます。また、今週の日曜日第１４回の野々市フレンドリーコンサートが開催されます。本日

は、その関係で野々市市情報文化振興財団

教育研究会 会長 野々市小学校

いただいています。

さて、季節の移り変わりは早いもので桜が過ぎ、躑躅（つつじ）も終わろうとしています。

季節は、正に「目に青葉、山ほととぎす初鰹」この俳句は初夏の風流を江戸時代の俳人・山

口素堂（やまぐちそどう）が詠じたものですが、木々の若葉が一層映える季節となっていま

す。ところで、初鰹ですが、ちょうどこの時期、太平洋を北上する「上り鰹」を指してその

ように呼んでいるのですが、初鰹は、大金を払っても食することが粋人の嗜みであるといわ

れていますし、昔から「初物を食べると寿命が７５日延びると」と言われています。私は、

鰹が大好きなのですが、どうも今年は、例年にない不漁のようでスーパーの店頭でもあまり

見かけられない状況です。原因は、海水温が冷たすぎで北上できないんじゃないかといわれ

ていますがハッキリしないようです。残念なことです。

本日は、この後、家庭集会の各班の発表等その他セレモニーもございます。今回は、テー

マを定めないで各班で自由にお話合いを致していますが、私たちロータリアンは、異業種の

集まりです。基本的には仕事上は、何の関係もございませんが、家庭集会のような小規模な

集まりでザックバランにコミュニケーションをとり、話すことで新たな視点や発想をお聞き

し視野が広がることがあります。

本日は、どのような話が聞かしていただ

この後、各班の発表者の方々よろしくお願い致します。

お 客 様

1.石川第 1分区 Bガバナー補佐

2.野々市市教育研究会 会長

3.公益財団法人野々市市情報文化振興財団

4.北國新聞野々市支社 新聞記者

ガバナー補佐挨拶 

石川第 1分区 Bガバナー補佐 吉井

皆さんこんにちは、今回が４回目の訪問となります。ＩＭにおいては会計

事務局としてお世話になりました。
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例会日 ■ 第 1805 回例会

■ 会場 於「金沢国際

我等の生業」 

皆様こんにちは。まず、本日のお客様をご紹介させていただきます。石川第１分区Ｂから

ガバナー補佐の吉井清（よしいきよし）様が最後の公式訪問ということでお見えになってい

ます。また、今週の日曜日第１４回の野々市フレンドリーコンサートが開催されます。本日

は、その関係で野々市市情報文化振興財団 事務局長 倉繁夫（くらしげお）様と野々市市

野々市小学校 校長 紺村和也（こんむらしげお）様のご両名がお越し

さて、季節の移り変わりは早いもので桜が過ぎ、躑躅（つつじ）も終わろうとしています。

季節は、正に「目に青葉、山ほととぎす初鰹」この俳句は初夏の風流を江戸時代の俳人・山

口素堂（やまぐちそどう）が詠じたものですが、木々の若葉が一層映える季節となっていま

す。ところで、初鰹ですが、ちょうどこの時期、太平洋を北上する「上り鰹」を指してその

ように呼んでいるのですが、初鰹は、大金を払っても食することが粋人の嗜みであるといわ

れていますし、昔から「初物を食べると寿命が７５日延びると」と言われています。私は、

鰹が大好きなのですが、どうも今年は、例年にない不漁のようでスーパーの店頭でもあまり

す。原因は、海水温が冷たすぎで北上できないんじゃないかといわれ

ていますがハッキリしないようです。残念なことです。

本日は、この後、家庭集会の各班の発表等その他セレモニーもございます。今回は、テー

マを定めないで各班で自由にお話合いを致していますが、私たちロータリアンは、異業種の

集まりです。基本的には仕事上は、何の関係もございませんが、家庭集会のような小規模な

集まりでザックバランにコミュニケーションをとり、話すことで新たな視点や発想をお聞き

し視野が広がることがあります。

本日は、どのような話が聞かしていただけるか楽しみに致しています。

この後、各班の発表者の方々よろしくお願い致します。

ガバナー補佐 吉井 清様（金沢北 RC 職業分類：建築設計）

会長・野々市小学校 校長 紺村和也 様 

野々市市情報文化振興財団 事務局長 倉 繁夫 様

新聞記者 中山様 

吉井 清 様 

回目の訪問となります。ＩＭにおいては会計

事務局としてお世話になりました。今日は森づくり、コンサート支援の現場
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ガバナー補佐の吉井清（よしいきよし）様が最後の公式訪問ということでお見えになってい

ます。また、今週の日曜日第１４回の野々市フレンドリーコンサートが開催されます。本日

倉繁夫（くらしげお）様と野々市市

紺村和也（こんむらしげお）様のご両名がお越し

さて、季節の移り変わりは早いもので桜が過ぎ、躑躅（つつじ）も終わろうとしています。

季節は、正に「目に青葉、山ほととぎす初鰹」この俳句は初夏の風流を江戸時代の俳人・山

口素堂（やまぐちそどう）が詠じたものですが、木々の若葉が一層映える季節となっていま

す。ところで、初鰹ですが、ちょうどこの時期、太平洋を北上する「上り鰹」を指してその

ように呼んでいるのですが、初鰹は、大金を払っても食することが粋人の嗜みであるといわ

れていますし、昔から「初物を食べると寿命が７５日延びると」と言われています。私は、

鰹が大好きなのですが、どうも今年は、例年にない不漁のようでスーパーの店頭でもあまり

す。原因は、海水温が冷たすぎで北上できないんじゃないかといわれ

本日は、この後、家庭集会の各班の発表等その他セレモニーもございます。今回は、テー

マを定めないで各班で自由にお話合いを致していますが、私たちロータリアンは、異業種の

集まりです。基本的には仕事上は、何の関係もございませんが、家庭集会のような小規模な

集まりでザックバランにコミュニケーションをとり、話すことで新たな視点や発想をお聞き

けるか楽しみに致しています。

職業分類：建築設計）



に立ち会う事ができ、とても嬉しいです。野々市ロータリークラブさんはとても親近感が持て、楽

しくさせていただきました。本日は皆様の元気なお姿を確認しに来ました。私はもうしばらくです

が、次年度の石澤様がんばってください。

フレンドリーコンサート協賛金の授与

■野々市市教育研究会 会長・野々市小学校

■公益財団法人野々市市情報文化振興財団

今年もフレンドリーコンサートにご理解とご後援をいただき有難うござ

います。音楽は子供たちの心を豊かにし、練習ではチームワーク・責任

感を養い、友好を深めあっております。また、

の成果を発表する場として励みになっております。当日は目

ただく事になっておりますので、お忙しいとは思いますが

いいたします。

幹 事 報 告

幹事 織部 秀一 様  

・ 6 月 4 日（日）13 時よりフレンドリーコンサートがありますので、是非ご参加ください。

・ 来週 6月 7日（水）の例会は各委員長１年間の感想です。

・ 6 月 2 日（金）事務局はお休みです。

委員会報告 

■ 次期奉仕プロジェクト委員長

7 月 8 日（土）森づくりでの下草刈りを委託しておりますが、補助金を出す

だけではなく、7～8名手伝いに出られる方は

10 月 1 日の本番は全員出席でお願いいたします。

■ 広報委員会 北潟様 

3 回目の新会員研修の日程が 6/20

や川で 18:30 からです。ご出欠の確認ご案内を後日させていただきます。

■ 会長エレクト 石澤様

RI の定款変更に伴い、細則をまとめてみました。細則の変更なのでクラブフ

ォーラムを開催する予定です。よろしくお願いいたします。

第 4回 家庭集会報告 

第 1班  

発表者：下原様 

リーダー：吉田康志様、サブリーダー：下原様

メンバー：石澤様、瀬村様、金子様、千田様、松岡様

5月 24 日(水) 18：30～ 「寿司割烹シンセン
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例会日 ■ 第 1805 回例会

■ 会場 於「金沢国際

に立ち会う事ができ、とても嬉しいです。野々市ロータリークラブさんはとても親近感が持て、楽

しくさせていただきました。本日は皆様の元気なお姿を確認しに来ました。私はもうしばらくです

が、次年度の石澤様がんばってください。

フレンドリーコンサート協賛金の授与

野々市小学校 校長 紺村和也 様 

野々市市情報文化振興財団 事務局長 倉 繁夫 様 

今年もフレンドリーコンサートにご理解とご後援をいただき有難うござ

います。音楽は子供たちの心を豊かにし、練習ではチームワーク・責任

っております。また、コンサートは日頃の練習

の成果を発表する場として励みになっております。当日は目録を贈呈い

ただく事になっておりますので、お忙しいとは思いますがよろしくお願

時よりフレンドリーコンサートがありますので、是非ご参加ください。

各委員長１年間の感想です。

日（金）事務局はお休みです。

中村俊昭様 

森づくりでの下草刈りを委託しておりますが、補助金を出す

名手伝いに出られる方は是非お申し出ください。 

日の本番は全員出席でお願いいたします。

（火）に決定いたしました。場所は割烹み

からです。ご出欠の確認ご案内を後日させていただきます。

の定款変更に伴い、細則をまとめてみました。細則の変更なのでクラブフ

ォーラムを開催する予定です。よろしくお願いいたします。

サブリーダー：下原様

メンバー：石澤様、瀬村様、金子様、千田様、松岡様

「寿司割烹シンセン SHINSEn」 

2017 年 5 月 31 日（水） 

金沢国際ホテル」 

に立ち会う事ができ、とても嬉しいです。野々市ロータリークラブさんはとても親近感が持て、楽

しくさせていただきました。本日は皆様の元気なお姿を確認しに来ました。私はもうしばらくです

時よりフレンドリーコンサートがありますので、是非ご参加ください。



冒頭石澤会長エレクトによる次年度方針

をスローガンとして次年度は取り組みます。例えば夜例会を２回にし、出席しやすい環境を作った

り、退会しにくい状況を作ったりする。また、柳生ガバナーの時に色々なクラブ訪問

それぞれの特徴や個性が感じられた

し、多くの会員が肌で感じられる事

しながら野々市の将来も考えていきたい。会員を次年度で

40 周年を迎えたいと挨拶を受けました。

また、吉田次年度クラブ管理運営委員長より、できるだけ委員会メンバー全員で活動し、入会間も

ない会員が委員会活動を通してロータリーを理解し、楽しんでいけるようにしたい。そのためには、

月１回短い時間で委員会を行い、進捗や行事予定等を共有しな

流を意識したい。というお話がありました。

その後、お酒が入り様々な意見がでました

・ロータリー本部への分担金が毎年上昇するが

・米山基金等は非常に効率よくお金が回っている。

・クラブ管理の青いタスキで出席の歓迎を行う者が

・「１年楽しかった！」と思えるくらい何でも頑張れば、自分も幸せ、クラブも幸せ、そんな風にな

れれば良い。 

・最近たくさんの会員が入会しているが、誰も辞めていない。

これも野々市ロータリーの自由で、それぞれがそれぞれを分かり合う風土があるからかもしれません。

第 2班  

発表者：濱様 

リーダー：新保様、サブリーダー：濱様

メンバー：榎本様、立石様、矢原様、能村様

5月 22 日(月) 18：30～ 「金沢国際ホテル

新入会員が多かった事もあり、クラブ管理運営委員会についての内容を中心に行いました。

前の家庭集会でも出ましたが、夜

った場を設けられれば…という話も出ました。

していきます。 

一つ次年度委員長の新保さんの頭を悩ませているのが、

お迎えする予定になっておりますが、

とうハードルが上がったぞと。お料理等相当期待されていらっしゃるので、おもてなしを含め趣向

を凝らして当らないと対抗できません。是非皆様のご協力をいただきたいと思います。
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例会日 ■ 第 1805 回例会

■ 会場 於「金沢国際

次年度方針から始まりました。「野々市 RC の新たなカラーを出そう」

スローガンとして次年度は取り組みます。例えば夜例会を２回にし、出席しやすい環境を作った

り、退会しにくい状況を作ったりする。また、柳生ガバナーの時に色々なクラブ訪問

た。そうした中、ロータリーの原点である東京

し、多くの会員が肌で感じられる事も実施したい。今回は東京だけの予定ではあるが、体験を活か

ていきたい。会員を次年度で 5 名増、次々年度で

周年を迎えたいと挨拶を受けました。

運営委員長より、できるだけ委員会メンバー全員で活動し、入会間も

ない会員が委員会活動を通してロータリーを理解し、楽しんでいけるようにしたい。そのためには、

回短い時間で委員会を行い、進捗や行事予定等を共有しながら進めたい。卓話者も地域との交

流を意識したい。というお話がありました。

その後、お酒が入り様々な意見がでました。 

ロータリー本部への分担金が毎年上昇するが使われ方が不明である。 

米山基金等は非常に効率よくお金が回っている。

クラブ管理の青いタスキで出席の歓迎を行う者が最近は非常に少なくなった。

年楽しかった！」と思えるくらい何でも頑張れば、自分も幸せ、クラブも幸せ、そんな風にな

・最近たくさんの会員が入会しているが、誰も辞めていない。素晴らしい事です！

これも野々市ロータリーの自由で、それぞれがそれぞれを分かり合う風土があるからかもしれません。

サブリーダー：濱様

メンバー：榎本様、立石様、矢原様、能村様

「金沢国際ホテル 加能」 

、クラブ管理運営委員会についての内容を中心に行いました。

夜例会が２回になるのでアルコールが可能であれば

った場を設けられれば…という話も出ました。会長方針に沿ったクラブ委員長の方針に従って運営

新保さんの頭を悩ませているのが、次年度、京都城陽ロータリークラブ様を

予定になっておりますが、今年の京都での熱烈な歓迎ぶりを目の当たりにすると、

ったぞと。お料理等相当期待されていらっしゃるので、おもてなしを含め趣向

を凝らして当らないと対抗できません。是非皆様のご協力をいただきたいと思います。

2017 年 5 月 31 日（水） 

金沢国際ホテル」 

の新たなカラーを出そう」

スローガンとして次年度は取り組みます。例えば夜例会を２回にし、出席しやすい環境を作った

り、退会しにくい状況を作ったりする。また、柳生ガバナーの時に色々なクラブ訪問に同行した際、

、ロータリーの原点である東京 RC・大阪 RC を訪問

実施したい。今回は東京だけの予定ではあるが、体験を活か

名増、次々年度で 5 名増とし、50 名で

運営委員長より、できるだけ委員会メンバー全員で活動し、入会間も

ない会員が委員会活動を通してロータリーを理解し、楽しんでいけるようにしたい。そのためには、

ら進めたい。卓話者も地域との交

非常に少なくなった。

年楽しかった！」と思えるくらい何でも頑張れば、自分も幸せ、クラブも幸せ、そんな風にな

素晴らしい事です！

これも野々市ロータリーの自由で、それぞれがそれぞれを分かり合う風土があるからかもしれません。

、クラブ管理運営委員会についての内容を中心に行いました。

回になるのでアルコールが可能であれば例会後にそうい

会長方針に沿ったクラブ委員長の方針に従って運営

京都城陽ロータリークラブ様を

歓迎ぶりを目の当たりにすると、そう

ったぞと。お料理等相当期待されていらっしゃるので、おもてなしを含め趣向

を凝らして当らないと対抗できません。是非皆様のご協力をいただきたいと思います。



第 3班 

発表者：西村様 

リーダー：中村俊昭様、サブリーダー：山口様

メンバー：中村啓二郎様、本田様、上田様、西村様、長門様、齊藤様

5月 15 日(月) 18：30～ 「割烹加賀政」

次年度奉仕プロジェクト委員会の活動内容を中心に語り合いました。各

担当を中心に委員皆で協力して事業を進めていくことを確認しました。

◎基本方針（中村俊昭委員長より発表）

「ロータリーの根幹の一翼を担う奉仕事業、特に職業奉仕、社会奉仕に重点を置き、会員の事業

及び専門職務の道徳的水準を高め、地域社会の発展に貢献する事業の推進を図る。」

◎活動計画 

① 「水源の森育成プロジェクト」

う。また、天然のなめこを育成

が７月８日（土）に開催されます

② 職場例会、移動例会の場所は白山車両基地、金沢プール（今年４月オープン）、陸上自衛隊、

酒蔵、米心石川等候補が上がりましたので、追々調整して参ります。

③ フレンドリーコンサートの支援

④ 姉妹提携の京都常陽 RC が来春花見に訪れると伺っておりますのでお迎えし交流を深めてまい

ります。 

⑤ 来年度交換留学生派遣が決定しております。

⑥ 地域社会との提携交流として

（今秋オープン）に野々市ロータリー文庫として蔵書を寄贈する。

◎その他 

・来期のニコボックスの目標を例年通り１００万円とし、時々委員会発表でニコニコボックスの宣

伝をし皆様にニコニコしていただくようお願いする。また、発表は担当一人で抱え込まずに適宜

奉仕プロジェクト委員で持ち回り発表することとし一回は壇上へ上がるようにしたい。

・毎年５月に行われる金沢城リレーマラソンに当クラブとして参加して仮装または揃いの

で旗をもって走り活動をアピールしていきたい

・会長・幹事等役員はどうやって決まるのか？（役員選考について）

等々、話題に事欠くことなく終始賑やかな３班の家庭集会でした。最後はサブリーダー山口さんの

一言「ロータリーは相手の喜び（快楽）が自分の喜び（快楽）である。」で締めとなりました。

第 4班 

発表者：田嶋様 

リーダー：柳生様、サブリーダー：田嶋様

メンバー：中村寛二様、松田様、柳川様、嘉門様

5月 22 日(月) 18：30～ 「鮨処あいじ
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例会日 ■ 第 1805 回例会

■ 会場 於「金沢国際

サブリーダー：山口様

メンバー：中村啓二郎様、本田様、上田様、西村様、長門様、齊藤様

「割烹加賀政」

次年度奉仕プロジェクト委員会の活動内容を中心に語り合いました。各

担当を中心に委員皆で協力して事業を進めていくことを確認しました。

◎基本方針（中村俊昭委員長より発表）

「ロータリーの根幹の一翼を担う奉仕事業、特に職業奉仕、社会奉仕に重点を置き、会員の事業

及び専門職務の道徳的水準を高め、地域社会の発展に貢献する事業の推進を図る。」

プロジェクト」にテーマを改めて、植樹された苗に肥料を与え、下草刈りを行

う。また、天然のなめこを育成します。石川の森づくり推進協会の森づくり活動（下草刈り）

が７月８日（土）に開催されますのでご参加ください。 

場所は白山車両基地、金沢プール（今年４月オープン）、陸上自衛隊、

酒蔵、米心石川等候補が上がりましたので、追々調整して参ります。

フレンドリーコンサートの支援では、来期は皆で参加し盛り上げていきたいです。

来春花見に訪れると伺っておりますのでお迎えし交流を深めてまい

派遣が決定しております。

として保護司会と提携し地域社会と交流する。また、

（今秋オープン）に野々市ロータリー文庫として蔵書を寄贈する。

・来期のニコボックスの目標を例年通り１００万円とし、時々委員会発表でニコニコボックスの宣

伝をし皆様にニコニコしていただくようお願いする。また、発表は担当一人で抱え込まずに適宜

奉仕プロジェクト委員で持ち回り発表することとし一回は壇上へ上がるようにしたい。

・毎年５月に行われる金沢城リレーマラソンに当クラブとして参加して仮装または揃いの

り活動をアピールしていきたい。 

会長・幹事等役員はどうやって決まるのか？（役員選考について）

等々、話題に事欠くことなく終始賑やかな３班の家庭集会でした。最後はサブリーダー山口さんの

一言「ロータリーは相手の喜び（快楽）が自分の喜び（快楽）である。」で締めとなりました。

サブリーダー：田嶋様

メンバー：中村寛二様、松田様、柳川様、嘉門様

鮨処あいじ」 

2017 年 5 月 31 日（水） 

金沢国際ホテル」 

「ロータリーの根幹の一翼を担う奉仕事業、特に職業奉仕、社会奉仕に重点を置き、会員の事業

及び専門職務の道徳的水準を高め、地域社会の発展に貢献する事業の推進を図る。」

植樹された苗に肥料を与え、下草刈りを行

ます。石川の森づくり推進協会の森づくり活動（下草刈り）

場所は白山車両基地、金沢プール（今年４月オープン）、陸上自衛隊、

来期は皆で参加し盛り上げていきたいです。

来春花見に訪れると伺っておりますのでお迎えし交流を深めてまい

また、野々市市立図書館

・来期のニコボックスの目標を例年通り１００万円とし、時々委員会発表でニコニコボックスの宣

伝をし皆様にニコニコしていただくようお願いする。また、発表は担当一人で抱え込まずに適宜

奉仕プロジェクト委員で持ち回り発表することとし一回は壇上へ上がるようにしたい。

・毎年５月に行われる金沢城リレーマラソンに当クラブとして参加して仮装または揃いのＴシャツ

等々、話題に事欠くことなく終始賑やかな３班の家庭集会でした。最後はサブリーダー山口さんの

一言「ロータリーは相手の喜び（快楽）が自分の喜び（快楽）である。」で締めとなりました。



「鮨処あいじ」で美味しいお料理と色々な種類の美味しいお酒を堪能しながら広報委員会の本年度

の活動について熱く語り合いました。

●例会時に月一回 3分時間をいただき広報活動についてお話をさせて頂く。

●本年度も昨年度のような新会員対象のフォーラムを行うのか否か。

その為に日時場所等を改めるのではなく、例会の場を利用して行うのも良いのではないか？

●会員勧誘の為の案にも繋がるのですが、興味を持つと先ずはネット検索をする最近の風潮を反映

しホームページでロータリーの良さをアピールする。

フレンドリーコンサート、森作り等

見てわかるような作りにする。 

その為に全ての行事ごと携帯の写メール

送付してほしい、それは会員どなたでも重なっても送っていただきたい。

特に次年度会長石澤さんには大変お手数をおかけしますが野々市ロータリー以外のイベントの参加

が一番多い為、その都度写真をお願いしたいとのお話でした。

Facebook やラインのグループを作り写真や情報を共有すればという案も出ましたが、このツール

としての良さ、合理性を説明しきれず事務局を利用する案に落ち着きました。

例会や卓話の掲載もこれに習う形に変えていきたい。ボイスレコーダーは大いに使ってい

れば良いが、文字数を制限し、見出しと短文の内容に集約する形をとると良いのではないか。

また、ロータリーの友に投稿するのも良いとの意見も出ました。

北國新聞、中日新聞をもっと活用し密にする。山田さんに一肌脱いでもらうのも良いのではない

かという案も出ていました。

第 5班 

発表者：松井様 

リーダー：清水様、サブリーダー：松井様

メンバー：宮川様、舟元様、竹澤様、中川様、北潟様

5月 11 日(木) 18：30～ 「割烹みや川」

次年度の会員増強委員会の方針や目標について話し合いました。

次年度、石澤会長の方針で、４０周年に向けて会員数５０名を目指し、石澤年度で５名、翌年の竹

澤年度で５名の純増という具体的な目標値がありますので、会長の目標に向かって１年間活動して

いこうと全員で目標の再確認を行いました。

純増５名に対する施策につきましては、今後の課題として意見を出し合い良い結果に結びつくよう

に検討していくという事となりました。

第 6班 

発表者：嘉門様 

リーダー：中島様、サブリーダー：山田様

メンバー：織田様、元尾様、織部様、嘉門様

5月 23 日(火) 18：30～ 「蛇の目寿司
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例会日 ■ 第 1805 回例会

■ 会場 於「金沢国際

「鮨処あいじ」で美味しいお料理と色々な種類の美味しいお酒を堪能しながら広報委員会の本年度

の活動について熱く語り合いました。

分時間をいただき広報活動についてお話をさせて頂く。

●本年度も昨年度のような新会員対象のフォーラムを行うのか否か。

その為に日時場所等を改めるのではなく、例会の場を利用して行うのも良いのではないか？

●会員勧誘の為の案にも繋がるのですが、興味を持つと先ずはネット検索をする最近の風潮を反映

しホームページでロータリーの良さをアピールする。

フレンドリーコンサート、森作り等 貢献内容を写真を多用し、文章は極力減らし見出しでひと目

その為に全ての行事ごと携帯の写メールでも良いので参加された方々は事務局に最低二枚は画像を

送付してほしい、それは会員どなたでも重なっても送っていただきたい。

特に次年度会長石澤さんには大変お手数をおかけしますが野々市ロータリー以外のイベントの参加

が一番多い為、その都度写真をお願いしたいとのお話でした。

やラインのグループを作り写真や情報を共有すればという案も出ましたが、このツール

としての良さ、合理性を説明しきれず事務局を利用する案に落ち着きました。

例会や卓話の掲載もこれに習う形に変えていきたい。ボイスレコーダーは大いに使ってい

れば良いが、文字数を制限し、見出しと短文の内容に集約する形をとると良いのではないか。

ロータリーの友に投稿するのも良いとの意見も出ました。

北國新聞、中日新聞をもっと活用し密にする。山田さんに一肌脱いでもらうのも良いのではない

リーダー：清水様、サブリーダー：松井様

メンバー：宮川様、舟元様、竹澤様、中川様、北潟様

「割烹みや川」

次年度の会員増強委員会の方針や目標について話し合いました。

次年度、石澤会長の方針で、４０周年に向けて会員数５０名を目指し、石澤年度で５名、翌年の竹

澤年度で５名の純増という具体的な目標値がありますので、会長の目標に向かって１年間活動して

いこうと全員で目標の再確認を行いました。

純増５名に対する施策につきましては、今後の課題として意見を出し合い良い結果に結びつくよう

なりました。

リーダー：中島様、サブリーダー：山田様

メンバー：織田様、元尾様、織部様、嘉門様

蛇の目寿司 額店」 

2017 年 5 月 31 日（水） 

金沢国際ホテル」 

「鮨処あいじ」で美味しいお料理と色々な種類の美味しいお酒を堪能しながら広報委員会の本年度

その為に日時場所等を改めるのではなく、例会の場を利用して行うのも良いのではないか？

●会員勧誘の為の案にも繋がるのですが、興味を持つと先ずはネット検索をする最近の風潮を反映

貢献内容を写真を多用し、文章は極力減らし見出しでひと目

でも良いので参加された方々は事務局に最低二枚は画像を

特に次年度会長石澤さんには大変お手数をおかけしますが野々市ロータリー以外のイベントの参加

やラインのグループを作り写真や情報を共有すればという案も出ましたが、このツール

例会や卓話の掲載もこれに習う形に変えていきたい。ボイスレコーダーは大いに使っていただけ

れば良いが、文字数を制限し、見出しと短文の内容に集約する形をとると良いのではないか。

北國新聞、中日新聞をもっと活用し密にする。山田さんに一肌脱いでもらうのも良いのではない

次年度、石澤会長の方針で、４０周年に向けて会員数５０名を目指し、石澤年度で５名、翌年の竹

澤年度で５名の純増という具体的な目標値がありますので、会長の目標に向かって１年間活動して

純増５名に対する施策につきましては、今後の課題として意見を出し合い良い結果に結びつくよう



次年度 R 財団・米山委員会という

針の確認と今年度の野々市ロータリー

・ロータリー財団に 10万円寄付を

・米山記念奨学会へは目標として

ただし、委員会からは寄付をお願いしにくいので、できれば皆さん立

っても何に使われているのかわからなければ

ういう風に使われているのか示していければ

見も出ていました。また、初めての事ですが、

ております。 

皆様のご協力をお願いいたします。

総    括

会長エレクト 石澤 康 様 

この組み合わせは副会長の竹澤さんの案で、また

事でしたが、結果を聞きまして素晴らしくいい作業をしているなと、さす

が竹澤さんだなと思いました。お話しの内容に具体性があり、来年度に向

けて行くような結果だったと思います

ニコニコボックス

松井 満 様 

卓上の花：デルフィニウム  花言葉：

卓上の花：上田様、織田様、下原

舟元 吉井ガバナー補佐様大変お世話になりました。紺村様、倉様、

コンサートの盛会をご祈念申し上げます。

織田 吉井さんようこそおいで下さいました。

松田 吉井様ごくろう様です。紺村様、倉様、中山様ようこそ！

濱 家庭集会２班の方々お疲れ様でした！

石澤 ガバナー補佐・吉井様ようこそいらっしゃいました。昨日もありがとうございました。

紺村様、倉様、今後ともよろしくお願い致します。

上田 家庭集会おつかれさまでした。

山口 出席率悪くてすみません。欠席日数分のニコニコボックス寄付させて頂きます。

西村 第３班家庭集会楽しかったです。

元尾、宮川、松岡、新保、松井 

本日の収入額 20,000 円 累計
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■ 会場 於「金沢国際

というメンバー構成だったので、ロータリー財団と米山委員会の基本方

ロータリーとしての委員会活動計画について話し合い

寄付を目標６名の方にお願いしたいと思います。

４名お願いします。

寄付をお願いしにくいので、できれば皆さん立候補してください。寄付とい

っても何に使われているのかわからなければ寄付したいとならないので、委員会の取り組みで、ど

使われているのか示していければ、寄付していただきやすくなるのではないかという意

見も出ていました。また、初めての事ですが、有志による米山梅吉記念館の訪問

皆様のご協力をお願いいたします。

竹澤さんの案で、またテーマを決めずにという

事でしたが、結果を聞きまして素晴らしくいい作業をしているなと、さす

思いました。お話しの内容に具体性があり、来年度に向

けて行くような結果だったと思います。来年よろしくお願いいたします。 

花言葉：清明 

下原様、西村様 

吉井ガバナー補佐様大変お世話になりました。紺村様、倉様、

コンサートの盛会をご祈念申し上げます。

吉井さんようこそおいで下さいました。

吉井様ごくろう様です。紺村様、倉様、中山様ようこそ！

家庭集会２班の方々お疲れ様でした！

ガバナー補佐・吉井様ようこそいらっしゃいました。昨日もありがとうございました。

紺村様、倉様、今後ともよろしくお願い致します。

家庭集会おつかれさまでした。

出席率悪くてすみません。欠席日数分のニコニコボックス寄付させて頂きます。

第３班家庭集会楽しかったです。

945,850 円  

2017 年 5 月 31 日（水） 

金沢国際ホテル」 

だったので、ロータリー財団と米山委員会の基本方

話し合いました。 

候補してください。寄付とい

委員会の取り組みで、ど

なるのではないかという意

有志による米山梅吉記念館の訪問ができればと思っ

ガバナー補佐・吉井様ようこそいらっしゃいました。昨日もありがとうございました。

出席率悪くてすみません。欠席日数分のニコニコボックス寄付させて頂きます。

 写真：下原 


