
粟田 卓二
飯田 道昭
岡本 壮生
川江 泰博
蔵西 順治
東 皆子

横見 健太
岡田 等

村中 高次郎

監査役
幹事

特別理事

理事

KAHOKU SOUTH
河北南ロータリークラブ

ROTARY CLUB OF

令和 元 年

12 月号

No．241

例会場・事務局
勝 﨑 館

石川県河北郡津幡町字庄イ2-1
TEL (076)288-8855 FAX (076)288-8856

E-mail k.minami@proof.ocn.ne.jp
URL http://www.kahokuminami-rc.jp

例会日：月曜日 19:00 ～ 20:00

会 長 ： 沖見 好秀
幹 事 ： 横見 健太

会報委員長： 加茂川 寛之

2018-2019年度RI会長
マーク・ダニエル・

マローニー

ロータリーは世界をつなぐ

2019-2020年度RI第2610地区テーマ
「一歩前進しよう」

ガバナー：松本 耕作

河北南クラブテーマ

「進化に挑む」

会長挨拶

第978回 通常例会 （12月2日(月)）

12月・誕生月祝い

米山奨学金授与

本日のプログラム 年次総会

ロータリーソング 「君が代・奉仕の理想」
4つのテスト 「村谷 哲也 会員」

幹事・委員会報告

沖見 好秀、米田 誠、横見 健太、粟田 卓二、村谷 哲也、高松 祐輔、
原田 充、飯田 道昭、岡本 壮生、岡田 等、蔵西 順治、西 茂、勝崎 猛

ニコニコBOX・ロータリー財団・ポリオプラス・米山奨学会寄附

今日は12月の第一例会ということで、恒例
の、年次総会を控えております。つきまして
は、みなさんの協力をよろしくお願いいたし
ます。先日、蔵西さんが、道路交通法の改正
につきまして発表していただけましたが、最
近になってようやく報道されました。その中
にはやはり携帯電話について、厳しく言われ
ていたのですが、テレビ画面を操作すること
も、そういったことも、非常に危ないという
ことなので、最近、僕もテレビを今まで点け
て走っていたのですけれども、消して走って
います。家を出る時には、丁度交番がありま
すので、非常に気になりまして、ビクビクし
ているのですけれども、ビクビクしながらが
丁度良いのかなと思いまして、交通安全に務
めたいなと思います。

現在は修士論文を書いています。昨日は髙
井さんのFMかほく(河北クラブ)で収録があ
り、おそらく、12月3日の8時30分から、9
時あたりまで放送されるかと思います。

パズルdeロータリー当選祝い

ロータリーの友・9月号のクロスワードパズ
ル「パズルdeロータリー」に当選しました。
パズルを解きながらロータリーの勉強に
なりました。（景品はモバイルバッテリー）

●幹事（横見 健太）
・2610地区の職業奉仕委員会で卓話を行います。（11月分の再報告）
演者：刀根 荘兵衛 様（福井パストガバナー）
日時：2020年1月19日（日） 13時30分
場所：富山電気ビル5階・中ホール

（〒930-0004 富山県富山市桜橋通り3番1号）

●2610地区職業奉仕委員会（岡田 等）
・ガバナー補佐として、上記の卓話演題者にお願いをしてきました。

130人の出席を約束してきましたので、是非とも皆さん、来て頂きます
よう、よろしくお願いいたします。

2020-2021年度会長
勝﨑 猛勝﨑 会員

（写真左）

ただ今、総会におきまして、めでたく2020-2021年度の役員、お
よび理事、幹事、特別理事のご承認をいただきまして、誠にあり
がとうございます。再び会長ノミーに選ばれまして、気が引き締
まる思いです。会長2回目ということなんですけれども、まだま
だ不慣れなことが沢山ありまして、みなさんにご迷惑をおかけす
るかとは思いますが、沖見年度を見習いまして行きたいと思いま
すので、みなさんのご協力とご理解、ご助言をいただければと思
いますので、次年度も引き続きよろしくお願いいたします。

会長 勝﨑 猛
幹事 村谷 哲也

会長エレクト 西 茂
副会長 沖見 好秀
会計 加茂川 寛之

副会計 多川 裕満
SAA 原田 充

副SAA 中村　正司

2020-2021年度
河北南ロータリークラブ理事



地区補助金
限度額（円）

会長
（予定）

118,044 2019-20年度 沖見 年度
119,559 2020-21年度 勝崎 年度
522,504 2021-22年度 西 年度

年次寄付額
（ドル）

2016-17年度 3,124.41
2017-18年度 3,162.93
2018-19年度 13,823.03

会長挨拶

第979回 通常例会 （12月9日(月)）

国際ロータリーのロータリー財団の使命はロータ
リアンが、人々の健康状態を改善し、教育への支
援を高め、貧困を救済することを通じて世界理
解・親善・平和を達成できるようにすることである。

(2007 年 6 月管理委員会会合、決定 159 号)

ロータリー財団の用途（百万米ドル）

参考：国際ロータリークラブ収支104.5百万米ドル

●ポリオプラス
→ポリオ撲滅や、感染症予防に使われます

●年次基金
→直近の活動に使われます

●恒久基金
→投資に回し、その利益を活動に使います

ロータリー財団への寄付の種類

幹事・委員会報告

ロータリーソング 「我らの生業」
4つのテスト 「ゲスト卓話のため割愛」

本日のプログラム
卓話「ロ－タリ－財団について」

12月・誕生月祝い

広瀬 会員（写真左）

国際ロータリー2610地区 ロータリー財団委員会

八木 圭一郎 委員長

八木 圭一郎 2610地区ロータリー財団委員長、
沖見 好秀、横見 健太、原田 充、高松 祐輔、

米田 誠、西 茂、粟田 卓二、広瀬 和人、村谷 哲也、
飯田 道昭、岡田 等、多川 裕満、岡本 壮生、勝崎 猛

ニコニコBOX・ロータリー財団・
ポリオプラス・米山奨学会寄附

3年後に

35%が
利用可能

となる

満額を使うには100万円
規模の事業が必要

河北南ロータリークラブのロータリー財団への寄付の実績

年次寄付金からの地区補助金額35％は、
2610地区が定めた独自ルール

アフガニスタンで、中村哲さんという
医師の方が、抗争に巻こまれて亡くなり
ました。彼はお医者様ですが、仕事とし
て健康維持のためには水が大事であると
いうことで、まずは井戸を掘り、その後、
用水を引いていろんな作物を作り、砂漠
地帯を緑化させました。綺麗な水と人々
の健康は、ロータリーでも訴えているこ
とです。また、アフガニスタンは、ポリ
オ撲滅の達成していない国です。誠に残
念なことに、子供達の将来の夢が『兵
士』という情勢不安な国に対して、平和
な国からポリオ撲滅を訴えても難しいの
かと思います。だからこそ、中村哲さん
のような、支援ができるのだろうか、
ロータリアンとして、現実をちゃんと見
て、ちゃんと行動していかないとと思う1
週間でした。

米山寄付賞状授与

第１回米山功労者 岡田 会員（写真左）

●幹事（横見 健太）
・2022-2023年度のガバナー候補として、富山南RCの黒川会員が

候補として紹介されました。
・地区の職業奉仕委員会の卓話が出席希望者が少ないので、

再告知いたします（詳しくは12月2日(月)を参照）

●地区補助金
・地区の裁量や自由度が高い、ただし管理上の

規則やルールを遵守する必要あり

●グローバル補助金
・大規模（30,000ドル以上）で長期的なプロジェクト

で持続可能かつ測定可能な成果が求められる
・6つの重点分野に一致

ロータリー財団
（正式名称：The Rotary Foundation 
of Rotary International）

ロータリー財団の補助金

多額の寄付を頂けた
方に対して、表彰する
制度もあります

平和と紛争予防／紛争解決

疾病予防と治療

水と衛生

母子の健康

基本的教育と識字率向上

経済と地域社会の発展

6つの重点分野

金沢RCは、浄水器の設置や、医学部生の留学補助で
グローバル補助金を活用

ポリオプラス基金 156.5
グローバル補助金 76.9

地区補助金 27.4
平和センター 4.0

パートナーシップ補助金 0.3
使途推奨冠名指定寄附 12.1

運営費 46.3

絵：いらすとや様



クリスマス・忘年例会 （12月15日(日)）午後17時・ANAクラウンプラザ

12月・誕生月祝い

会長挨拶

勝泉 完 会員（写真左・76歳）

清し、この夜♪
手に手つないで♪

キャンドルサービス

マジック＆ジャグリングショー

石川県を代表するマジシャンTOMMY氏(右)の
進行の元、カグヤ氏(左)が様々な手品を披露

原田会員(左)の妻・直美氏(右)によるピアノ演奏
プレゼント配り

早いもので、ついこの間、去年のクリスマス例会
を行ったような思いがありますが、一年が経ちま
した。この河北南ロータリークラブのクリスマス
例会に、今年初めて参加される方も結構おいでる
かとは思いますが、親睦委員長や他の皆さんが用
意してくださりましたので、楽しみにして下さい。
このように、クリスマス例会を開けるというのは、
家族の皆さんの協力や理解があってこそできるこ
とだと思います。今日は、家族の皆さんに感謝を
しつつ楽しい例会にしたいと思いますので、よろ
しくお願いいたします

地区やＲＬＩなどで、他クラブの方々やガバナー、パス
トガバナーとお話ししますと、当クラブは規模と比べ活
動内容に高い評価を頂いております。その支えは、会
員ご家族の方々の協力に他なりません。今日はご家
族一同、皆様に感謝の意を込めまして、乾杯。

岡田 地区ガバナー補佐 による 乾杯

川江 親睦委員長ならびに

寿美子様（従姉妹）により進行

花の歌♪／ランゲ
ワルツ♪／ショパン

石川県で活動するジャグラー『百万石』のお二人。
大道芸や、可愛いバルーンアートを頂きました。↓→

沖見 好秀、西 茂、勝泉 完、岡田 等、勝﨑 猛、
蔵西 順治、川江 泰博、岡本 壮生、粟田 卓二、
村谷 哲也、加茂川 寛之、東 皆子、原田 充、

川端 茂、米田 誠、勝泉 とき子

ニコニコBOX・ロータリー財団・
ポリオプラス・米山奨学会寄附

会員のお子様方により
←↓ ロウソクに点火

←沖見サンタによる
プレゼント

パプリカ♪／Frooin

最後は西会員による
万歳三唱で締め

GUTS！♪／嵐



第981回 通常例会 （12月25日(月)）

通常の食事との差額分を、様々な社会奉仕に使います

会長挨拶

クラブ戦略会議

主な議題
①クラブ会報の作成について ②例会時間の変更

目的：当クラブ唯一の女性会員である東さんから、例会時間を19時から
18時にして欲しいという提案がありました。家事との両立には18時の
方が都合が良く、女性会員の増強に繋がるかと考えられます。

結論：前向きに検討。1月中に臨時役員理事会を開き、具体的な時期、
手続きを打ち合わせる。

ロータリーソング 「それでこそ、ロータリー」
4つのテスト 「中村 正司 会員」

今年、最後の例会ということで、年の瀬も近付い
ておりまして忙しい中、みなさん、例会に集まり
頂きましてありがとうございます。先ほど、今年
最後の役員理事会がありまして、サプライズ的な
ことがありました。来年の4月13日に観桜会に予定
していますが、その観桜会の時にロータリーの友
の編集長の野崎恭子さんが来て下さることになり
ました。是非、皆さん楽しみにしておいて下さい。
また、西さんがプリントして下さいました。渋沢
栄一さんの言葉があります。渋沢栄一さんは、次
回の1万円札に示される方ですが、この方は、日本
経済学の父と言われております。この言葉。これ
を読み返しますと、ロータリアンとして、日々奉
仕をして、一人で気持ち良くなっていますが、
『世の中、お金だけじゃないよ』みたいなことを、
そんなバカなことが頭の中にともっていましすが、
それが言えるのは、お金を自由にできる方が言え
るのであって、僕みたいにお金に苦労している人
が、言う言葉ではないなと思いました。ボラン
ティアをする人は、すれば気持ちいいと思います
が、それだけではやはりダメなのだと。それをや
るのは、本当の意味が分からなければダメだぞと
いうことで、この年になって染みるようになりま
した。

幹事・委員会報告
●幹事（代理：沖見 好秀）
・2022-2023年度の2610地区ガバナーが決定

富山南ロータリークラブ：黒川 伸一 会員

・沖縄・首里城の火災におきまして、災害義援金の要請
一人当たり、1,000円

・2020年1月の優良従業員表彰の表彰者の決定
横山 喜代美（勝崎館） 小笠原 正頼（津幡法律相談事務所）

●ロータリー情報・雑誌・広報委員（西 茂）
・ロータリークラブと関係のない方ですが、次ぎの1万円札に示さ

れる渋沢栄一さんの教訓は、我々経営者にとって非常に参考に
なると思われましたので、『令和の時代を走ろう』と題しまして、
引用した資料をお持ちいたしました。

●クラブ増強委員（飯田 道昭）
・クラブ紹介のリーフレットを、津幡町商工会の会員に対する

新年の挨拶状に合わせて配布させて頂くことが決まりました。
1月半ばに各会員のお手元に届くかと思われます。

百万ドル食事会

目的：現在、クラブ会報の作成がクラブ会報委員長が、ほぼ全て1人で
作成している。これは負担が非常に大きい。効率化ならびに、
負担の分散を提案。

結論：①クラブ会報は基本的に事務局の仕事。事務局採用時に要確認
②会長・幹事・委員会・卓話の演題者は原稿を提出して下さい。

（可能な限り電子データで下さい）
③弁当箱の中に、当番表を入れます。当たった方は例会の感想を

一筆頂きたく思います。ご協力をお願いいたします。

（←）現在のテーンプレート

当クラブでの会報作成の主目的
は、①個人の備忘録、②クラブ内
の情報共有資料、③対外的コミュ
ニケーションツールでほぼ一致

②例会時間の変更

①クラブ会報の
作成について

絵：いらすとや 様

沖見 好秀、米田 誠、横見 健太、粟田 卓二、村谷 哲也、高松 祐輔、原田 充、飯田 道
昭、岡本 壮生、岡田 等、蔵西 順治、西 茂、勝崎 猛

ニコニコBOX・ロータリー財団・ポリオプラス・米山奨学会寄附

第11回・米山功労者
メジャードナー

村中 高次郎 会員（写真左）

受賞歴
個人の米山功労者メジャードナー
法人の米山功労者メジャードナー
ロータリー財団のメジャードナー


