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国際ロータリーのテーマ 

  

 

 

 

◆槌の伝達  赤江直前会長から三箇新会長 

◆点 鐘  三箇会長 

◆新会長・幹事へピンバッジ引き継ぎ 

       出席報告＜会員数：４4 名＞ 

事務局移転する!! 

商工会議所の新築移転に伴い新湊 RC もクロスベイ新湊に

お引っ越し。本日の例会は会員自ら荷物を運ぶ引っ越し例会

となりました。皆さんお疲れ様でした!! 新しい事務所に皆

様どうぞお立ち寄り下さい。 

      

 

 

 

 

 

 

 

   

◆点 鐘  三箇会長 

◆ソ ン グ    「君が代」「それでこそロータリー」 

◆直前会長・幹事へ記念品贈呈 

  出席報告＜会員数：４4名＞ 

 

 

三箇会長 5 大奉仕委員長の皆様、今日は所信の発表宜しく 

お願いします。 

赤江・伊藤・穴田・北山・牛塚・中瀬・倉谷・片岡・田中 

     三箇会長・加治幹事今日から本格スタートになり

ます。1 年間宜しくお願いします。 

金田光  クラブ奉仕委員長を拝命して。遅ればせながら頑

張ります。 

金田安  プログラム担当を拝命しました。

宜しくお願いします 

中曽   雨の日が続きますが皆様お元気ですか? 今年度は

出席委員長を拝命しました。 出席率を高めて下さ

い。 

中曽・穴田・石倉 結婚記念祝いを頂いて。   

 

 

 

卓 話 「5大奉仕委員長所信」 

クラブ奉仕委員会        金田光夫委員長 

 野球部発足のタイミングで新湊クラブに入会して早 22 年、

ロータリーの事をもっと勉強して尽くしていきたいと思って

おります。クラブの機能を充実させるため関連委員会とのス

ムーズな連携、充実を図りたい。 

職業奉仕委員会          境 孝雄委員長 

 職業奉仕はロータリーの根幹をなすものです。すべての

例会が職業奉仕につながっていると思っています。9 月に

職場例会を予定しておりますので多数のご参加をお願い

します。 

青少年委員会          牛塚松男委員長 

 地域活性の役割をロータリーも担わなくてはいけない。 

子供たちの柔軟な発想を伸ばすツールとして注目されて

いる eスポーツの大会を春休みに計画。富山テレビや eス

ポーツ連合等に協力していただき、射水市の予算や地区の

補助金も利用して 300万円規模のイベントを開催予定。 

国際奉仕委員会(クラブ戦略計画会議) 穴田 茂委員長 

 今年度はコロナウィルス感染の影響で交換学生の受け入れ

はありません。「フレンドシップ in 新湊」も中止。国際奉仕

部門の役割としては特別寄付をお願いするのみです。 

そこで会長より戦略部門の座長を受けてほしいとの要請が

ありました。来年はクラブが 50 周年を迎えます。今日、日本

のロータリーが抱えている問題がいくつかあります。会員減

少、奉仕活動のマンネリ化、若い会員のニーズに応えられて

いない等々・・。今こそ将来を見据える改善計画が必要。戦略

計画委員会を設置できるように 1 年間をかけて準備したい。

IDM を年 5 回開催し戦略計画を立案したい。 

① クラブの現状分析②現状を考慮してビジョンを調整 

③ 実現に向けた優先事項を設定 

出席数 本日出席率(mu 含む) 前々回修正出席率 

29 名 71.43％   80.95％ 

出席数 本日出席率(mu 含む) 前々回修正出席率 

33 名 76.74％   76.19％ 

第 2330 回例会      2020 年 7 月 3 日(金) 

「引っ越し例会・会長就任挨拶」  

例会  毎週金曜日 １２:３０～１３：３０ 

会長  三箇  洋  幹事 加治定勝 

第 2331 回例会      2020 年 7 月 10 日(金) 

「5 大奉仕委員長所信」  

    ニコニコＢＯＸ報告 

 

 

ニコ BOX 累計額   ￥18,000 

 



④ 優先事項に沿って 3－5年間の年次目標を設定  

 

 

 

 

◆点 鐘   三箇 洋会長  

◆ソ ン グ     「奉仕の理想」 

出席報告＜会員数：４4名＞ 

◆幹事報告 ・次回例会は「納涼夜間例会」 

 

 

三箇会長  今日は各委員長所信発表宜しくお願いします。 

鴨野    ｗスミオさん 1 年間ありがとうございました。 

三箇会長、加治幹事 1 年間宜しくお願いします。 

金田光   長女が嫁ぎました。6/28 に会ってほしい人がいる

と言われ 7/4 に初対面。7/11 に先方の親と会い

7/15 に入籍しました。狐につままれたような 3 

週間でした。     

牛塚    先週本社を新築移転。社内のリレーションもよく

なり社員のモチベーションも上がっています。    

金田安   14 日のゴルフ参加ありがとうございました。優勝

の加治さんおめでとうございます! 

中井    誕生祝いを頂いて。42 歳になりました。 

倉谷    暑くなってきました。皆様ご自愛ください。     

   

 

卓話「各委員長所信発表」 

会員増強委員会          越後正委員長 

創立 50 周年までに 50 名の会員にする。今年度は３名以上

の会員を実行する。特に女性２名。毎回女性会員の笑顔

に癒されています。具体的には自分の同級生の女性に現

在交渉中です。乞うご期待を! 

R情報委員会           中瀬委員長 

ロータリーの活動知識の徹底と交流を図るため、炉辺会

合を実施予定。クラブ戦略計画委員会の穴田委員長とコ

ラボしてやっていきたい。 

親睦委員会            藤原委員長 

コロナ禍で奉仕する場が少ない。できるだけ親睦を深め

ていきたい。 

プログラム委員会         金田安委員長 

３度目の委員長です。例会の後半 30分を仕切るのがプロ

グラム委員会。親睦の深まる例会にしたい。１期に１回

は外部卓話を企画したい。(特に医療関係者など) 

出席委員会            伊藤副委員長 

ホームクラブの出席向上を図るため、欠席した場合は必

ずメーキャップをお願いしたい。忙しいかもしれないが

金曜日の 1 時間は是非時間を割いてほしい。会長を経験

して特に痛切に感じました。 

会報・ＨＰ委員会         津幡俊委員長 

内容として卓話の原稿起こし、ＨＰは３か月に一回は更

新したい。 

ニコＢＯＸ委員会        紅粉委員長 

年間一人当たり 30,000円を目標額にする。副委員長を堀

田会員にお願いして楽しい例会づくりに努めたい。 

友好クラブ委員会        米田委員長 

昨年に引き続き委員長を拝命しました。gotoトラベル 

を活用して 10/31～11/1 と伊勢崎中央ＲＣ訪問・伊香保温

泉宿泊を企画しました。郡上八幡・伊勢崎中央 RCとの 3ク

ラブ交流会をできれば来年の春頃に企画したい。 

ＳＡＡ委員会          棚辺委員長 

ＳＡＡ委員会の役割として規律・秩序ある例会を保ちた

い。委員会メンバーも品のある方々を選出しました。 

国際青少年交換委員会      越後嘉委員長 

今年度は残念ですが派遣・受入ができない。地区ホームペ

ージを活用して情報を共有したい。 

ロータリー財団委員会      北山委員長 

地区補助金を活用して地域社会への貢献を図る。財団月

間には地区委員会より卓話に来ていただく。(11/27) 

広報・雑誌委員会        今泉委員長 

 創立 50周年に向けて広報活動の努力。ロータリーの友を

活用し関心と理解を深める。 

 

 

 

 

◆点 鐘   三箇 洋会長 

今年度初の夜間例会開催 

コロナ禍のため会員の皆様には色々とご迷惑をおかけして

おります。幹事を含め理事会で今後の運営方針を決めていきた

いと考えておりますので皆様方のご理解・ご協力を宜しくお願

いします。 

  

 

三箇会長  金ちゃんの釣った魚楽しみです。 

中川  三箇会長、加治幹事 1年間楽しくやりましょう 

越後正  8/7は会員増強例会です。皆様の会員紹介情報宜

しくお願いします。 

紅粉  明日、明後日とクロスベイ新湊マルシェにてお多

福麦茶販売しております。是非お待ちしておりま

す。 

 

出席数 本日出席率(mu 含む) 前々回修正出席率 

29 名 71.43％   80.95％ 

ニコ BOX 累計額   ￥47,000 

 

第 2332 回例会     2020 年 7 月 17 日(金) 

「各委員長所信発表」  

   ニコニコＢＯＸ報告 

第 2333 回例会     2020 年 7 月 31 日(金) 

「夜間納涼例会」  

   ニコニコＢＯＸ報告 

ニコ BOX 累計額   ￥56,000 

 


