能美ロータリークラブ

2020-2021年度ＲＩテーマ

事務局
例 会

： 〒９２３－１１２１ 石川県能美市寺井町ヨ４７ 寺井地区公民館１階
ＴＥＬ ０７６１－５７－２０８８
ＦＡＸ ０７６１－５８－５４３０
： 金曜日１２時３０分開会点鐘 寺井地区公民館

「日本のロータリー創立１００周年」「能美ロータリークラブ創立５０周年」

２０２０－２０２１年度７月号「祝おう５０th」

２０２０年７月３日(金)第２３６４回例会（１２時３０会点鐘 寺井地区公民館２階大ホール）
＜本日の例会プログラム＞
・会長幹事バッジ引継ぎ
・開会点鐘
・国歌「君が代」
・ロータリーソング「四つのテスト」
・ゲストのご紹介
・会長就任挨拶
・７月米山奨学金贈呈
・お食事
・
・閉会点鐘

【会長幹事バッジ引継ぎ】
例会の前に、クラブで代々受け継がれている会長幹事バッジの引継ぎを行い
ました。坂井直前会長から元山会長へ、山本直前幹事から関戸幹事へ、いよ
いよ新年度のスタートしました！

【ゲストのご紹介（元山会長）】
・米山奨学生

レーティ・アィンさん（７月米山奨学金贈呈）

【会長就任挨拶（元山会長）】
今日からいよいよ新年度がスタート致しました。本年度は、日本のロータリー創立１００周年
と能美ロータリークラブ創立５０周年を迎える大きな節目の年となります。今回の国際ロータ
リーのテーマであります「ロータリーは機会の扉を開く」は、能美ロータリークラブにとりま
しても「半世紀からの新たな扉を開く」ことと相成ります。本年度はクラブテーマとして「祝
おう ５０th(周年)」を掲げ、皆様とともに尽力していきたいと思いますので、一層のご支援
とご協力を宜しくお願い申し上げます。まだまだ、新型コロナウイルス感染症への対策が必要
とされる中、ご不便もお掛けするかと思いますが、何卒宜しくお願い申し上げます。以上をも
ちまして、会長就任挨拶と致します。

【就任挨拶・基本方針発表（髙畑副会長）】
創立５０周年の記念すべき年度に副会長に就任させて頂きたました。元山会長の指示・指導のもと
で、クラブをサポートしていけるよう努めていきたいと思います。

【就任挨拶（北野会長エレクト）】
創立５０周年という大きな事業を抱えながらのスタートとなります。元山会長をバックアップ出来
るよう尽力していきたいと思います。

【就任挨拶・基本方針発表（深田ＳＡＡ）】
コロナ感染対策の中ではございますが、委員の皆
様とともに例会をはじめ全ての会合が秩序正しく
運営されるよう、頑張っていきたいと思います。

【就任挨拶（関戸幹事）】
幹事として一年間宜しくお願い致します。コロナ
対策を行いながらも親睦の図れる環境を整えてい
きたいと思います。

【幹事報告（関戸幹事）】
・６月１９日(金)予定者理事会報告(１２名出席、各委員会事業計画予算(案)承認、本会計予算(案)承認、年間プロ
グラム(案)承認、８月９月例会プログラム(案)承認、新型コロナウイルス感染症対策に基づく例会場の使用と例会
運営について、名誉会員の継続承諾）
・７月のロータリーレート１ドル１０７円
・神野ガバナーエレクト開
設案内
・例会場変更案内(加賀ＲＣゆのくに天祥、加賀中央ＲＣセミナーハウスあいりす） ・クールビズ期
間にてネクタイ着用不要
・本日の配布物(本日の例会プログラム、日本のロータリー創立１００周年バッジ、グ
リーン会名簿確認案内文書)

【就任挨拶・基本方針発表】
本日の例会では、役員の他にも理事、委員会の皆様より就任挨拶・基本方針発表、委員会報告等を頂きました。まだ
まだ新型コロナウイスル感染症対策の中での活動となり、状況によって行事等は臨機応変に対応していかなければな
らない現状ですが、皆様、何卒宜しくお願い致します。（事業計画等は２０２０－２０２１年度クラブ要覧＆事業計
画書をご参照）

【親睦委員会報告（辰野委員長）】

７月誕生祝い（６名）

【出席委員会報告（由田委員）】

例会出席者数４６名、本日の例会出席率８８．４６％

【ニコニコボックス委員会報告（順不同・敬称略）（山本委員長）】
「退任バッジを頂き有難うございました。
」…坂井、山本
「本年度役員・理事・委員長に就任致しました。一年間宜しくお願い致します。
」…元山、髙畑、北野、深田、関戸、
田上、徳野、中出、北潔、染谷、辰野、山本
「新年度がスタート致しました。皆様、宜しくお願い致します。
」…元山、髙畑、北野、関戸、秋田、深田、広瀬、廣田、
入口、 谷、北潔、北正、北出、北川、北島、越野、前田、南直、南祥、本、長高、中出、岡崎、坂井、清水、染谷、杉本、
鈴木、田上、田川、髙見、武腰一、田中庄、田中利、辰野、徳野、上田、上野、請田、山本、由田
「誕生祝いを頂き有難うございました。」…山本、本、中出、染谷、北野
「家族にお花を頂きました。有難うございます。
」…杉本
「都合により早退」…武腰潤、山岸

【行事報告】 ・７月３日(金)会長幹事新年度挨拶まわり(１０：３０～関係機関）

２０２０年７月１０日(金)第２３６５回例会（１２時３０会点鐘 寺井地区公民館２階大ホール）
【ビジターのご紹介（元山会長）】

＜本日の例会プログラム＞

・小松ＲＣ
・小松東ＲＣ
・小松シティＲＣ

・開会点鐘
・ロータリーソング「奉仕の理想」
・ビジターのご紹介
・会長挨拶
・お食事
・表敬訪問ご挨拶

寺田 英夫
髙見健次郎
濱本 哲成

様
様
様

、幹事 中澤
、幹事 金子
、幹事 松本

宏介
哲也
賢一

様
様
様

【会長挨拶（元山会長）】

（小松ＲＣ、小松東ＲＣ、小松シティＲＣ）

・幹事報告
・各種委員会報告(
・臨時総会「
・閉会点鐘

会長
会長
会長

)
」

昨日９日(木)親クラブである小松ＲＣへ関戸幹事と表敬訪問にいってまいり
ました。さて、全国各地で豪雨が相次ぎ、被害が拡大している令和２年７月
豪雨。私たちも常日頃から危機管理をもって、災害に備えなければならにと
実感しております。またコロナ対策により大ホールでの例会開催にあたり、
会場監督の皆様には設営運営等へのご協力に感謝しております。
（本日誕生
会員への花束贈呈）

【小松ＲＣ表敬訪問ご挨拶

会長 寺田英夫様、幹事 中澤宏介様】

個人的に１回目に訪問に来た時は幹事、２回目は卓話者、そして本日の３回目は会長とし
て訪問致しております。能美ＲＣは創立５０周年、当クラブは創立６５周年を迎える年で
すが、コロナの状況もあり事業や行事等の立案がなかなか難しい現状であります。今は
ロータリー自身、活動、そしてロータリーの論語を再認識する時期だと思います。この度
は創立５０周年を迎える年ということで、本当におめでとうございます。

【小松東ＲＣ表敬訪問ご挨拶 会長 髙見健次郎様、幹事 金子哲也様】
当クラブもコロナの影響を受け、３～５月の例会は中止致しました。そんな中、現在ＲＩか
らも推奨されているウェブ会議等の基盤づくりを行っております。５月にはラインでのオン
ライン例会に挑戦し、かなりの盛り上がりを感じました。現在７月からは通常例会に戻って
はおりますが、まだまだ第２波、第３波の不安もありますので、ＺＯＯＭ会議やオンライン
例会への対応を視野に入れ活動を行っております。

【小松シティＲＣ表敬訪問ご挨拶 会長 濱本哲成様、幹事 松本賢一様】
小松ＲＣの末っ子として２３年目のクラブです。表敬訪問を通して、近隣クラブの例会の雰
囲気を肌で感じております。コロナ拡大により未だ対処できるワクチンや薬が開発中で、萎
縮ムードが漂う社会でありますが、こんな中だからこそ、ロータリーの魅力、時代に応じた
アップデートを組み込んだ魅力を発信していければと思います。

【幹事報告（関戸幹事）】
・９月開催予定で石川県立飯田高等学校インターアクトクラブ(珠洲ＲＣ)がホストを務める地区インターアクト年次大
会中止
・前年度下期発刊会報配布と前年度会報委員会へのお礼
・本日の配布資料(本日例会プログラム、
前年度下期発刊会報、８月例会プログラム、臨時総会資料)

【プログラム委員会報告（越野委員長）】

８月例会プログラム紹介

【出席委員会報告（小坂委員長）】
例会出席者数４４名、本日の例会出席率８４．６２％
＜メークアップ報告(順不同・敬称略）＞
・７月６日(月)前年度会計監査会
坂井、長高、上田、前田、山本
・７月９日(木) 小松ＲＣ表敬訪問
元山、関戸

【ニコニコボックス委員会報告（順不同・敬称略）（山本委員長）】
「表敬訪問に参りました。一年間宜しくお願い申し上げます。
」…小松ＲＣ
「新年度の表敬訪問のご挨拶にまりました。本日はよろしくお願い致します。
」…小松ＲＣ会長 寺田英夫様
「元山利朗会長、関戸秀次幹事、早速の表敬訪問ありがとうございました。能美ＲＣ創立５０周年おめでとうございま
す。本日はお世話になります。今年度、どうぞ宜しくお願い致します。
」…小松ＲＣ幹事 中澤宏介様
「本年度もどうぞ宜しくお願い致します。
」…小松東ＲＣ
「本日はお招き頂きありがとうございました。一年間、よろしくお願い致します。」…小松東ＲＣ会長 髙見健次郎様
「元山会長をはじめとする能美ＲＣ会員の皆様、本年もどうぞ宜しくお願い致します。」…小松東ＲＣ幹事 金子哲也様
「本年度もどうぞよろしくお願い致します。
」…小松シティＲＣ
「能美ＲＣの皆様、表敬訪問に伺いました。今年度一年間、宜しくお願い致します。元山会長、コロナの年の５０周年、
バンカーショットの様な年ですが、シングルの貴殿なら大丈夫、きっとうまく収まります。頑張って下さい。」
…小松シティＲＣ会長 濱本哲成様
「本年度、濱本会長のもと、幹事を務めます。松本です。よろしくお願い致します。
」…小松シティＲＣ幹事 松本賢一様
「前年度決算報告を致します。皆様宜しくお願い致します。」…坂井、上田、山本
「本年度予算(案)発表を致します。皆様宜しくお願い致します。
」…元山、清水、関戸
「本年度、役員・委員長に就任致しました。一年間宜しくお願い致します。
」…清水、小坂、越野
「石川県警本部より、警察協力者感謝状を頂きました。誕生日のお花を頂き、ありがとうございました。
」…山本
「小松ＲＣ、小松東ＲＣ、小松シティＲＣ会長幹事の皆様、本日はお忙しい中、表敬訪問にお越し頂き有難うございまし
た。また、理事・役員・委員長の皆様、臨時総会運営の皆様、宜しくお願い致します。」…元山、髙畑、北野、関戸、
秋田、深田、広瀬、廣田、入口、 谷、北潔、北正、北出、北川、北島、小坂、越野、前田、南直、南祥、本、長高、坂井、
清水、染谷、杉本、鈴木、田上、田川、髙見、高田、田中利、辰野、上田、上野、請田、山本、由田
「誕生祝いを頂き有難うございました。」…高田
「家族にお花を頂きました。有難うございます。
」…請田
「都合により早退」…山岸、中出、武腰一

【臨時総会「前年度決算・本年度予算(案)」（議長：元山会長）】
本日の臨時総会出席者数は４４名、クラブ細則第５条第４節(ａ)に基づき、定足数
を満たしての開催となりました。元山会長が議長を務め、先ず始めに臨時総会資料
に基づきながら、上田直前会計より前年度会計収支報告と繰越金について説明があ
りました。６月５日(金)例会時の臨時理事会でも承認された通り、新型コロナウイ
スル感染症拡大に伴い３～５月の例会・行事・会議等の中止に伴う余剰金は繰越金
として処理し、その一部は創立５０周年補助金や理事会、委員会開催のための予算
計上にすることになりました。続いて、前田直前会計監査監事より、先般６日に開
催された前年度会計監査会報告を頂きました。そして本年度予算(案)では、清水会
計より詳細や、前年度繰越金(余剰金）の一部を創立５０周年補助費として予算化
する詳細の発表が行われ、皆様の拍手の元、無事承認となりました。

【行事報告】
・７月６日(月)２０１９－２０２０年度会計監査会(１８：００～喜水苑）
・７月９日(木)小松ＲＣ表敬訪問(１２：３０～アパホテル＜小松グランド＞）
・７月１０日(金)定例理事会(１３：３０～寺井地区公民館２階大ホール）
・７月１２日(日)地区青少年交換委員長会議(１３：３０～ＺＯＯＭ会議)

２０２０年７月１７日(金)第２３６６回例会（１２時３０会点鐘 寺井地区公民館２階大ホール）
【会長挨拶（元山会長）】

＜本日の例会プログラム＞

関東圏で新型コロナウイスル感染症が再び拡大傾向にあります。お仕事等
で関東圏に向かう方は是非お気を付け下さい。１３、１４日と、小松シ
ティロータリークラブ、小松東ロータリークラブに表敬訪問に行ってまい
りました。表敬訪問で、他クラブの例会のあり方も勉強できたように思い
ます。また、本日は喜水苑の計らいにより、３日早くなりますが、土用の
丑の日にちなんだ「うな重」となっております。是非、ご賞味頂ければと
思います。

・開会点鐘
・ロータリーソング「我等の生業」
・会長挨拶
・お食事

【幹事報告（関戸幹事）】

・幹事報告
・各種委員会報告(
・閉会点鐘

)

・７月１０日(金)定例理事会報告(１１名出席、１０月例会プロフラム案
承認、８月１３日(木)～１６日(日)事務局盆休、指名委員会発足に向け
て、ガバナー補佐・ガバナー公式訪問中止と会長幹事懇談会の実施内容
(９月４日(金)午前９時３０分よりＺＯＯＭ会議)、次週７月２４日(金)は
祝日にて例会なし
・地区クラブ職業奉仕委員長会議延期、地区クラブ
会員増強委員長会議中止のご案内
・配布資料(本日例会プログラム、
ロータリーの友７月号、地区ガバナー月信７月号、グリーン会予定案内）

【ロータリー情報委員会報告（田中庄委員長）】
・ロータリーの友７月号の紹介（ＲＩ会長メッセージ、日本の地区ガバナー紹介、新型コロナウイスル感染症に対する活
動について）

【出席委員会報告（小坂委員長）】
・例会出席者数４２名、本日の例会出席率８０．７７％、７月３日例会修正出席率７２．３１％
＜メークアップ報告(順不同・敬称略）＞
・７月１３日(月)小松シティＲＣ表敬訪問 元山、関戸
・７月１６日(木)第３回創立５０周年実行委員会 １３名

・７月１４日(火)小松東ＲＣ表敬訪問

元山、関戸

【ニコニコボックス委員会報告（順不同・敬称略）（山本委員長）】
「委員長に就任致しました。一年間宜しくお願い致します。」…田中庄、入口、北出、北正、秋田、

谷

「委員長の皆様、お世話様です。本年度、宜しくお願い致します。」…元山、髙畑、北野、関戸、秋田、深田、広瀬、
廣田、入口、 谷、北潔、北正、北出、北島、小坂、前田、南直、長高、中出、坂井、清水、染谷、杉本、鈴木、田川、
髙見、武腰潤、田中庄、田中利、徳野、上田、上野、請田、山本
「家族にお花を頂きました。有難うございます。
」…田中庄、北島
「都合により遅刻」…南祥
「都合により早退」…武腰一、由田、山岸、岡崎

【就任挨拶、基本方針発表】
本例会では、田中庄ロータリー情報委員長、入口会員増強委員長、北出会報委員長、北正姉妹クラブ委員長、秋田友好クラ
ブ委員長、 谷社会奉仕委員長より就任挨拶と基本方針発表を頂きました。まだまだ新型コロナウイルス感染症対策が必
須とされ、出来る範囲での事業活動となると思われますが、皆様宜しくお願い致します。

【行事報告】
・７月１３日(月)小松シティＲＣ表敬訪問（１９：００～ホテルビナリオＫＯＭＡＴＳＵセントレ）
・７月１４日(火)小松東ＲＣ表敬訪問（１２：３０～ホテルビナリオＫＯＭＡＴＳＵセントレ）
・７月１６日(木)第３回創立５０周年実行委員会（１８：３０～たがわ龍泉閣）

２０２０年７月３１日(金)第２３６７回例会（１２時３０会点鐘 寺井地区公民館２階大ホール）
【ゲストのご紹介（元山会長）】

＜本日の例会プログラム＞

・石川県立寺井高等学校
・石川県立寺井高等学校

・開会点鐘

校
長
ＩＡＣ担当教諭

西野正洋
淺井俊光

様
様

【会長挨拶（元山会長）】

・

・お食事

九州や東北地方で豪雨による被害が相次ぎました。被災地の一日も早い復
興を願うばかりであります。また例年より梅雨らしい梅雨の中、ようやく
梅雨明けの兆しが見えてきました。今年は猛暑の夏と言われておりますの
で、皆様、熱中症対策を宜しくお願い致します。そして新型コロナウイス
ル感染症が全国的に拡大しております。県内でも数名の感染者が報告され
ておりますので、各自が自覚をもって対策頂ければ幸いです。

・幹事報告

【幹事報告（関戸幹事）】

・ゲストのご紹介
・会長挨拶

・各種委員会報告(

)

・
・閉会点鐘

【親睦委員会報告（辰野委員長）】

・7月２２日(水)キックオフ理事会報告(１２名出席、ＲＩＤ２７２０地区
(熊本・大分)熊本豪雨災害義援金への協力５００円×会員数承認、川北火
まつり中止に伴う新聞代替広告掲載）
・７月２０日～８月３１日まで
日本事務局在宅勤務
・次週８月７日(金)７時より称仏寺にて物故会員
法要例会
・本日の配布資料(本日の例会プログラム、２０２０年石
川県立寺井高等学校ＩＡＣ名簿、地区青少年交換派遣学生募集要項、納涼
夜間例会案内文書）

・８月２８日(金)納涼夜間例会について(１８時３０分～たがわ龍泉閣）

【出席委員会報告（小坂委員長）】
例会出席者数４０名、本日の例会出席率７６.９２％、７月１０日例会修正出席率９２．３１％、７月１７日例会修正出
席率９０．３８％
＜メークアップ報告(順不同・敬称略）＞
・７月２２日(水)キックオフ理事会１２名
・７月２６日地区職業奉仕委員会ＺＯＯＭ会議 北出

【ニコニコボックス委員会報告（順不同・敬称略）（山本委員長）】
「委員長に就任致しました。一年間宜しくお願い致します。」…本、由田
「寺井高等学校校長 西野様、ＩＡＣ担当教諭 淺井様、本日は能美ＲＣへお越し頂き有難うございました。委員長の皆
様、お世話様です。本年度、宜しくお願い致します。
」…元山、髙畑、北野、関戸、秋田、深田、広瀬、廣田、入口、
谷、北潔、北出、北島、小坂、越野、前田、南直、南祥、中出、坂井、清水、染谷、杉本、鈴木、田川、武腰一、田中庄、
田中利、辰野、上田、上野、山岸、山本、由田
「家族にお花を頂きました。有難うございます。
」…岡崎、 谷、辰野、田中利
「都合により早退」…岡崎、高田

【青少年奉仕委員会報告（秋田委員）】
・２０２１～２０２２年度地区青少年交換派遣学生募集要項について
簿について

・２０２０年度石川県立寺井高等学校ＩＡＣ名

【就任挨拶、基本方針発表】
本例会では、本職業分類委員長、中野国際奉仕委員長、
秋田青少年奉仕委員(代理)、由田職業奉仕委員長の皆様
より就任挨拶と基本方針発表を頂きました。

【石川県立寺井高等学校インターアクトクラブ助成金贈呈式】
本年度は新型コロナウイスル感染症対策として、ＩＡＣ生徒を交えた合同例会を中止
し、西野正洋校長、淺井俊光担当教諭の２名にご出席を頂き助成金贈呈式を行いまし
た。西野校長からは日頃のロータリークラブからのご支援や共同事業への協力等のお
礼、そして「地域で学ぶ、地域を学ぶ、地域と関わるを通して、地域を愛し、地域か
ら愛される人材を育てる学校～Super Community High school～を掲げ人材を育ててい
る。
」とご挨拶を頂きました。新型コロナウイスル感染症拡大により休校していた学校
も６月より開始となり、現在は対策を心掛けながらも学校へ登校し、部活動にも汗を
流し、生徒一同元気にスクールライフをおくっているそうです。

【行事報告】
・７月２２日(水)キックオフ理事会（１８：３０～たがわ龍泉閣）
・７月２６日(日)地区職業奉仕委員会（１０：００～ＺＯＯＭ会議）
・７月３１日(金)能美ＲＣ創立５０周年友好クラブ委員会（１３：３０～寺井地区公民館２階大ホール）
・７月３１日(金)前年度理事会慰労会（１８：３０～喜水苑）

