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2021～2022年度  国際ロータリーテーマ

奉仕しよう　みんなの人生を豊かにするために
SERVE TO CHANGE LIVES

2021～2022年度
小松ロータリークラブ　会 長　松 多  伸 悟

　今年度、第６７代会長を拝命することとなりました。この伝統ある小松ロータリー

クラブの会長として身に余る光栄なこととその責任の重大さを痛感しております。

　一昨年からのコロナウイルスによる経済の自粛により、当クラブの活動も中々思う

ようにできない状況の日々でございます。しかし最近はワクチン接種や感染対策の徹

底により少しずつではありますが活動を行うようになって来ています。ロータリーの哲学に「超我の奉仕」

という標語があります。それは他の人の為に生き、世話をし、奉仕することで誰かの人生を豊かにするこ

とを自分の人生の最高の生き方であるということです。この大変なパンデミックが続く中においてもロー

タリーの標語の下「もっと行動する」為に「もっと成長する」必要があると思います。そのためには今ま

で以上に親睦を深め、信頼できる仲間を増やし、共に行動するというクラブ作りが必要であると思います。

またそれを遂行して行く為のヴィジョンも必要であります。今年度は会員自らが奉仕の精神で更に活動し

ていくことが重要だと思いますので皆様のご支援とご協力をお願いしたいと思います。

ごあいさつ

2021～2022年度　理事会メンバー



2021年7月1日　例  会第3196回 アパホテル＜小松グランド＞

★バッジ交換  新旧会長幹事バッジ交換・贈呈

2021年7月8日　例  会第3197回 アパホテル＜小松グランド＞

★松多 伸悟会長  挨拶・報告
　  7月米山奨学金贈呈：ワヒユニ ファウジア様
★幹事報告　7月1日よりロータリーレートが1＄111円に変更
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （109円より変更）

★表敬訪問のご挨拶

★新会員入会式

★2021－2022年度 クラブアッセンブリー 「新年度の方針と事業内容について」

松多  伸悟 会長

★定時総会
議長：松多  伸悟 会長

① 2020－2021年度決算報告 （髙野純平会計）　
② 2020－2021年度監査報告 （王生幸夫監査委員）
③ 2021－2022年度予算審議 （澤守麻希幹事）

★メークアップ届
6／29 会計監査　 寺田、中澤、王生、髙野

松多伸悟、寺田英夫、德田八十吉、杉本雅規、澤守麻希
中澤宏介、西　正次、中橋勝美、岡田靖弘、髙野純平
山本省五、後藤　充、元　良典、北村和久、王生幸夫
齋藤典子

ニコニニコニコBOX例会報告 第3196号　2021.7.1（木） アパホテル<小松グランド>
会員数 49名・出席数 39名・欠席数 10名・出席率 79.59％

杉本  雅規 副会長 澤守  麻希 幹事 中澤  宏介 会計 岡田  靖弘
会員増強委員長

齋 藤　典 子 様
さい　とう 　　のり 　こ

★松多 伸悟会長  挨拶・報告

【職業分類】印刷
【勤 務 先】有限会社  斉藤印刷
【役　　職】代表取締役
【生年月日】1968年11月5日生

推薦者：大畑清三会員・福島　徹会員

会長：北野  　哲様
幹事：広瀬  伸雄様

能美RC

会長：菅本  清二様
幹事：竹村  勝弘様

加賀RC

会長：下野  啓介様
幹事：東　  樹志様

小松東RC

会長：鈴木  隆史様
幹事：河北  和則様

小松シティRC

ワヒユニ ファウジア様



★メークアップ届
7／8
7／8
7／8
7／9
7／11
7／12
7／14

中学校職業アドバイザー派遣推進事業（安宅中学校）大畑
専門家による実践的指導（ビジネスマナー講座）小松商業高校　澤守
加賀RC　松多、澤守
能美RC　松多、澤守
第１回試問委員会　湯浅
小松シティRC　松多、澤守
第１回ミニフォーラム　中田、江戸、後藤、王生、川本、宮城、元、西、岡田
　　　　　　　　　　　　　大畑、德田、山本省五、山根、湯浅

松多伸悟、德田八十吉、杉本雅規、澤守麻希、数左從光
澤矢豊伸、髙野純平、後藤　充、上原邦弘、元　良典
本村公志、橋浦　隆、西　正次、山本省五、上出衛二
中澤宏介、東　和央

ニコニニコニコBOX

例会報告 第3198号　2021.7.15（木） アパホテル<小松グランド>
会員数 49名・出席数 36名・欠席数 13名・出席率 73.47％

中田  一於
クラブ奉仕委員長

大畑  清三
職業奉仕委員長

本村  公志
社会奉仕委員長

蓮井  正樹
国際奉仕委員長

元　良典
青少年奉仕委員長

2021年7月15日　例  会第3198回 アパホテル＜小松グランド＞

★松多 伸悟会長  挨拶・報告

★2020－2021年度  皆出席表彰（25名）

★2021－2022年度 クラブアッセンブリー 「新年度の方針と事業内容について」

数左  從光 
会場監督

澤矢  豊伸
クラブ会報委員長

髙野  純平
プログラム委員長

後藤　充
親睦活動委員長

上原  邦弘
インターアクト委員長

髙木  千鶴
米山奨学会委員長

★2021－2022年度 クラブアッセンブリー 「新年度の方針と事業内容について」

★メークアップ届
7／1
7／3
7／3

ガバナー・元・次期ガバナー懇談会　 湯浅
地区米山奨学会委員会　 　髙木
米山カウンセラー研修会　 髙木・澤矢

能美RC様、会長：北野　哲様、幹事：広瀬伸雄様
加賀RC様、会長：菅本清二様、幹事：竹村勝弘様
小松東RC様、会長：下野啓介様、幹事：東　樹志様
小松シティRC様、会長：鈴木隆史様、幹事：河北和則様
松多伸悟、寺田英夫、德田八十吉、杉本雅規、澤守麻希
中澤宏介、中田一於、大畑清三、本村公志、元　良典
蓮井正樹、岡田靖弘、湯浅外志男

ニコニニコニコBOX例会報告 第3197号　2021.7.8（木） アパホテル<小松グランド>
会員数 49名・出席数 35名・欠席数 14名・出席率 71.43％

37年皆出席：湯浅外志男会員
36年皆出席：那谷忠雄会員
35年皆出席：本村公志会員
30年皆出席：橋浦　隆会員
28年皆出席：中田一於会員
25年皆出席：西　正次会員

21年皆出席：杉本雅規会員
16年皆出席：岡田靖弘会員
15年皆出席：数左從光会員
 9年皆出席：福島　徹会員
　　　　　   澤矢豊伸会員
　　　  　　 寺田英夫会員

5年皆出席：髙野純平会員
4年皆出席：澤守麻希会員
　　　　　 山本省五会員
3年皆出席：大畑清三会員
2年皆出席：後藤　充会員
　　　　　 東　和央会員

1年皆出席：北村和久会員
　　　　　 松多伸悟会員
　　　　　 元　良典会員
　　　　　 中橋勝美会員
　　　　　 中澤宏介会員
　　　　　 德田八十吉会員
　　　　　 上原邦弘会員

西　正次会員本村 公志会員 橋浦　隆会員 数左 從光会員 髙野 純平会員



7月誕生祝い

ニコニコBOXの年間達成目標 2,000,000 円 ニコニコBOX7月末の累計金額 200,000 円

2日　江戸　恒介会員
14日　寺田　英夫会員

3日　北村　和久会員
25日　東　　和央会員

9日　上田　　真会員
27日　宮城　香織会員

★懇親会

★メークアップ届
7／1

7／17
7／18
7／20

新旧合同理事会　松多、寺田、德田、杉本、澤守、中澤、中田、本村、蓮井、元
　 　　　　　　　　岡田、澤矢、髙野、後藤、川本、山本省五、西、東、宮城
第１回地区インターアクト委員会・クラブインターアクト委員長会議　上原
クラブ広報委員長会議　澤矢
小松東RC　松多、澤守

松多伸悟、寺田英夫、德田八十吉、澤守麻希
西　正次、中川公三、数左從光、岡田靖弘
中澤宏介、上原邦弘、東　和央、元　良典
齋藤典子、本村公志

ニコニニコニコBOX
例会報告 第3199号　2021.7.29（木） 栄町「料亭  一浪」

会員数 49名・出席数 32名・欠席数 17名・出席率 65.31％

吉 免　宏 樹 様
よし　めん 　　ひろ 　き

【職業分類】新聞
【勤 務 先】北國新聞社
【役　　職】小松支社長
【生年月日】1982年3月15日生

推薦者：岡田靖弘会員・松多伸悟会員

2021年7月29日　新会員歓迎夜間例会第3199回 栄町「料亭  一浪」

★松多 伸悟会長  挨拶・報告
★新会員入会式

司会：後藤　充 親睦委員長

【新会員】上原  邦弘会員・東　和央会員・元　良典会員・岩崎  正希会員・齋藤  典子会員・吉免  宏樹会員

●開宴挨拶：松多  伸悟会長　●新会員紹介：澤守  麻希幹事　●乾杯：寺田  英夫直前会長　●余興：親睦委員会
●中閉め：德田八十吉会長エレクト　●閉宴

《新型コロナ感染対策》
　小松ＲＣでは、例会等で様々なコロナ感染対策を講じて

開催しており、写真撮影時のみマスクを外しています。


