2018～2019 年度
国際ロータリーのテーマ

第 2247 回例会

例会

毎週金曜日 １２:３０～１３：３０

会長

伊藤 雪枝

2018 年 7 月 6 日(金)

幹事

牛塚 松男

中瀬直 前 会 長 一年間皆さんの協力によりロータリー運営が
でき、有難うございました。伊藤会長、牛塚

「会長･幹事・5 大奉仕委員長所信」
◆槌の伝達

幹事素晴らしいクラブ運営楽しみです。

中瀬直前会長から伊藤新会長へ

米田・三箇

伊藤新会長、牛塚幹事殿

いよいよ新しい年

のスタートです。一年間有意義なロータリーラ
イフを楽しんで下さい。

今泉・澤武・丸池・西谷・境・中川・織田・北山・篠島・倉 谷 ・ 棚 辺
伊藤会長、牛塚幹事一年間宜しくお願いします。
◆点

鐘

◆ソ ン グ

伊藤

雪枝 会長

「君が代」「それでこそロータリー」

金田(安）

一年間ニコＢＯＸ委員長を拝命しました。

三箇

先日、長女の結納謹んでお受けしました。

ニコ BOX 累計額

◆四つのテスト唱和

￥43,000

卓話「会長・幹事・5 大奉仕委員長所信」

◆直前会長・幹事へ記念品贈呈

会長所信

伊藤 雪枝会長

皆さんこんにちは、新湊ロータリークラブ 47 代会長に指
名され改めて責任の重大さを感じております。やるからには
皆様の御協力を得てしっかりと務めさせていただきたいと

◆幹事報告
○

思っております。RI 会長バリー・ラシン氏はインスピレー

7 月 27 日(金) の例会は 28 日(土) に変更し、内川十

ションになろうとテーマを掲げ、何かを起す原動力、啓発者、

楽市チャリティーバザーと納涼例会になります。
○

仕掛け人になろうと提唱されました。また若林ガバナーは

8 月 5 日(日)海岸清掃活動「グルッと手をつないで、

ロータリーを知ろう、知ってもらおうと掲げ、各クラブが

美しい富山湾！」を第 2251 回例会とします。

どの様にな り た い か戦略計画を提出するよう提唱されました。

○

新しい会員証配布。昨年度の会員証は返納願います。

新湊ロータリークラブのスローガンは、「健康で明るく楽し

○

理事会にて村井宗倫さんの退会を承認しました。

く和気あいあいに」を掲げました。クラブ例会や奉仕活動へ

出席報告＜会員数：４３名＞
出席数

本日出席率

30 名

72.09％

の出席を通して情報交換、ストレス発散、悩み事相談、趣味
や専門分野などの情報提供行いたいと考えております。

前々回修正出席率
84.09％

重点目標
1. 1.会員拡大運動

ニコニコＢＯＸ報告

2.例会 100％出席の達成

３.IM 活動の協力・支援
一年間他のクラブと一味違うクラブ活動になる様頑張って

穴田ガバナー補佐 中瀬会長、丸池幹事ご苦労様でした。
伊藤新会長、牛塚幹事今年一年色々とお世話
になります

伊藤会長

幹事所信

牛塚

松男幹事

この一年幹事として、初の女性会長を支えていく重責に対

中瀬会長、丸池幹事始め役員の皆様一年間

し緊張するとともに光栄にも思っております。今年度伊藤会

ご苦労様でした。いよいよ本年度のスタート

長の方から外に向けて発信しよう「外に出よう」という方針

です。皆様の協力の下一年間頑張ります。
牛塚幹事

まいりますので、協力ご指導をお願いします。

が示されております。例年の活動に加え美しい湾クラブの

新しい伊藤年度がスタートしました。この一年

大 会 に 向 け て の 協 力 、11 ある同好会活動の活発化を図ります。

宜しくお願いします。

ガバナー補佐の穴田さんへのバックアップを行います。

穴田 茂 ガバナー補佐

中井

射水ボーイスが３期連続全国大会に出場します。

いよいよ私にとって憂鬱で長い一年が始まりました。皆さんの

皆様、多額の協賛金を宜しくお願いします。

お力添えの下に物心両面でご協力賜りますようお願いします。 中曽

伊藤会長、牛塚幹事一年間頑張って下さい。私も二度

クラブ奉仕委員長所信 三箇 洋委員長

目のＳＡＡを拝命します。

伊藤会長の方から「外に出よう」という方針を示されました。

高崎・中井

これは街へ出ようとか、実践しようとかという意味があると
理解しております。伊藤会長を「女」にしたいと考えており
ますので宜しくお願い致します。

職業奉仕委員長所信

棚辺 准委員長

誕生祝いを頂いて。

ニコ BOX 累計額

卓

￥74,000

話 「各委員長所信 PART Ⅰ」

青少年奉仕委員会

田中

一之委員長

今年度の目標は、ロータリアンが互いに職業の発想を動かし

最近少子化・核家族化等の進展に寄りまして、青少年の社

て参考になるような例会になるように努めて参ります。職業

会との関わりが薄れる中、子ども達には体験をする・挑戦を

に誇りを持ち、職業を通して社会奉仕出来るよう、企業訪問

する・目標を持つための支援・活動を行います。プロ野球

成功事例の紹介などを行います。

西野選手との野球教室を実施する予定です。

社会奉仕委員長所信

会員増強委員会

米本 進委員長

倉谷 勝委員長

目標は、
「外に出よう」という事でこのﾛｰﾀﾘｰが地域社会の原

目標は創立 50 周年までに会員 50 名を目指し、今年 3 名の

動力となるよう努めます。具体的には、内川応援する会協力

増強を図りたい。特に女性会員 2 名入会させたい。

ろうあ者とのボーリング大会、内川十楽市バザー等を予定。ております。
R 情報委員会

国際奉仕委員長所信

堀田 澄央委員長

米田 秀樹委員長

先輩会員と若い会員が交流しながら、一緒に勉強して参り

例年通り地区内受入交換学生を招いて「フレンドシップ in

たいと考えております。今年度は第三分区の都市交流会の

新湊」を実施。一生心に残る楽しい事業になる様努めます。

実行委員長も携わっております。内容としては、講演会と
当該各クラブの方針発表を考えております。

第 2248 回例会

2018 年 7 月 13 日(金)

「 各 委 員 長 所 信

PART Ⅰ」

親睦委員会

中井

昌人委員長

会員相互の親睦を図り、会員が楽しく出席出来るように努
めます。メンバー家族共に参加出来る例会を計画して、ロー

◆点

鐘

伊藤 雪枝 会長

◆ソ ン グ

タリー活動を家族が理解する場や夜間例会等を実施します。

「奉仕の理想」

プログラム委員会

北山

剛委員長

◆ゲスト紹介

富山 RC 地区大会キャラバン隊 ２名

実施内容は例年通りですが、バランスの取れたプログラム

◆今月の誕生祝

牧田・東海・高崎・中井

運営を行います。会員卓話の充実を図り、職業はもちろん

◆幹事報告

○チャリティバザー品物提供のお願い

の事、趣味や対外活動等の紹介も取り入れる予定です。

○例会終了後理事会を開催します。

出席委員会

出席報告＜会員数：43 名＞

今泉 嘉宏委員長

出席率 100%を達成できるよう努めて参ります。また。皆出

出席数

本日出席率

前々回修正出席率

32 名

74.42％

86.36 ％

ニコニコＢＯＸ報告
ニコニコＢＯＸ報告

席表彰を在籍年数表彰にしてはどうかと考えております。
例会出席できない会員にはメーキャップを促して参ります。
会報・ホームページ委員会

越後

嘉一委員長

2 週間に 1 度の週報の発行及びホームページの発信を通して
例会内容の全会員周知・情報発信を行う。ホームページに

富山ＲＣ

10/27-28 地区大会のご登録をお待ちしてます。

伊藤会長

富山ＲＣ伊藤様、三保谷様ようこそ新湊 RC へ。 の掲示板としての役割と FaceBook 等との連携し、更新内容

牛塚

ついては内容を刷新し、より動きのあるものにし会員相互

各委員長さん所信表明宜しくお願いします。

が伝わりやすくなるよう努める。

富山クラブの皆様ようこそ新湊クラブへ。大会

広報・雑誌委員会

の成功を祈念しています。

ロータリーの友の紹介を通して、ロータリーの活動を理解

赤江・鴨野

鴨野

順次委員長

中瀬会長・丸池幹事一年間御苦労様でした。

する機会とする。会員増強に繋がる効果的な広報をしてい

伊藤会長・牛塚幹事宜しくお願いします。

きます。

金田安

一昨日西谷さんの快気祝いゴルフをしました。

国際青少年交換学生委員会
久しぶりに優勝しました。

穴田

米田実行委員長、牛塚幹事、21 日は宜しくお願

留学生達が思い出に残る交流が出来るように、主に曳山祭り

いします。

体験は例年大変盛り上がる活動でありますが、今年もより

連日の暑さに負けないようｶﾞﾝﾊﾞﾘます。

良いものとなるよう努めます。

篠島

境

孝雄委員長

