
　　　　　　　　　　今年度、第68代小松ロータリークラブ会長を拝命致しました。伝統と格式
　　　　　　　　　あるクラブなので、身に余る光栄と責任をひしひしと感じております。

　68年前、夢と希望に燃え、二代八十吉もチャーターメンバーの一人として、小松ロータリーク
ラブは誕生しました。高度成長期、バブルを経て今、ウィズコロナの時代、地球温暖化、ロシア

のウクライナ侵攻、混迷、先の見通せない時代を向えております。

　しかし、そのような時代だからこそ、ロータリークラブのような利益を追求しない、「本当に

心と心のつながりが大切である」と気付く時なのではないでしょうか。

　７月７日、七夕の日が初例会。短冊に願いを込めました。「１年後、無数の楽しく幸せにきら

めく星が輝きますように」

　１年間、ロータリーファーストで頑張ります。皆様のご支援とご協力をお願いしたいと思います。

2022～2023年度
小松ロータリークラブ　会 長　　田八十吉
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2022～2023年度　理事会メンバー
会　　長：德 田 八十吉
直前会長：松 多　伸 悟
会長エレクト：大 畑　清 三
副 会 長：山 本　省 五
幹　　事：澤 矢　豊 伸
会　　計：澤 守　麻 希

会 場 監 督：東 　　和 央
クラブ奉仕：中 田　一 於
職 業 奉 仕：髙 木　千 鶴
社 会 奉 仕：南 井　浩 昌
国 際 奉 仕：川 本　　 樹
青少年奉仕：北 村　　 茂
会 員 増 強：元 　　良 典
クラブ会報：齋 藤　典 子
プログラム：数 左　從 光
親 睦 活 動：後 藤　　 充

●石川県知事表敬訪問 令和4年7月7日（木）●小松市長表敬訪問



① 2021－2022年度決算報告 （澤守幹事）　② 2021－2022年度監査報告 （王生監査委員）　③ 2022－2023年度予算審議 （澤矢幹事）

2022年7月7日　例  会第3242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

2022年7月14日　例  会第3243回 アパホテル＜小松グランド＞

★德田八十吉会長  挨拶・報告
★ゲスト紹介 能 美ＲＣ：会長  北出　秀樹様・幹事  南　　直樹様

加 賀ＲＣ：会長  井野上盛光様・幹事  下荒　隆晴様
小松東ＲＣ：会長  東　　樹志様・幹事  木下しげみ様
小松シティＲＣ ：会長  松本　賢一様・幹事  新田　俊郎様

★表敬訪問のご挨拶

★入会式・新会員紹介
★幹事報告　7月1日よりロータリーレートが1＄136円に変更（127円より変更）

★2022－2023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」

德田八十吉 会長

★定時総会　議長：德田八十吉 会長

★メークアップ届
6／16
6／25
6／26
6／26
6／28
7／2

最終理事会　松多、寺田、德田、杉本、澤守、数左、中田、大畑、本村、蓮井、元、澤矢、髙野、後藤、東
クラブ国際青少年交換委員長会議　上原
ローターアクト年次大会　松多、德田、杉本、川本、後藤、元、本村、大畑、山本省五、湯浅
家庭集会　杉本、松多、上原、後藤、元、齋藤、福島、数左、蓮井
会計監査　松多、澤守、王生
Ｒ米山記念奨学会委員会、大学担当者説明会、大学担当者との懇談会　髙木

德田八十吉、松多伸悟、大畑清三
山本省五、澤矢豊伸、澤守麻希
東　和央、元　良典、西木戸秀幸
西　正次、中川公三、中橋勝美
上杉豊明、杉本雅規、寺田英夫
宮城香織、南井浩昌、名徳隆嗣

ニコニニコニコBOX例会報告 第3242号　2022.7.7（木） アパホテル<小松グランド>
会員数 50名・出席数 40名・欠席数 10名・出席率 80.00％

山本  省五 副会長 澤矢  豊伸 幹事 澤守  麻希 会計 元　良典
会員増強委員長

東　和央
会場監督

奧　　真 司 様
おく　　　 　しん 　じ

★德田八十吉会長  挨拶・報告

【職業分類】電力
【勤 務 先】北陸電力㈱小松支店
【役　　職】支店長
【生年月日】1970年5月12日生
推薦者：松多伸悟会員・澤守麻希会員

能美RC 加賀RC 小松東RC 小松シティRC

名 徳　隆 嗣 様
みょう  とく　　たか　つぐ

【職業分類】銀行
【勤 務 先】北陸銀行小松支店
【役　　職】支店長
【生年月日】1971年11月17日生
推薦者：松多伸悟会員・澤守麻希会員



★メークアップ届
6／29
7／8
7／14
7／16
7／16
7／17

第６回地区Ｒ財団委員会　元
小松商業高校　ビジネスマナー講座　澤守
加賀RC　德田、澤矢
第１回地区戦略計画策定特別委員会、第１回ガバナー補佐会議　德田
第１回諮問委員会　湯浅、德田
ひとり親家庭へのパントリー事業　德田、澤矢、南井、大畑、石田、西、奥

德田八十吉、澤矢豊伸、大畑清三、齋藤典子、中田一於
本村公志、蓮井正樹、元　良典、数左從光、上原邦弘
後藤　充

ニコニニコニコBOX例会報告 第3244号　2022.7.21（木） アパホテル<小松グランド>
会員数 51名・出席数 35名・欠席数 16名・出席率 68.63％

髙木  千鶴
職業奉仕委員長
米山奨学会委員長

南井  浩昌
社会奉仕委員長

川本　樹
国際奉仕委員長

北村　茂
青少年奉仕委員長

2022年7月21日　例  会第3244回 アパホテル＜小松グランド＞

★德田八十吉会長  挨拶・報告

★2021－2022年度  皆出席表彰：記念品贈呈（20名）

★2022－2023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」

中田  一於
クラブ奉仕委員長

齋藤  典子
クラブ会報委員長

数左  從光
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

元　良典
ロータリー財団委員長

本村  公志
ローターアクト委員長

★2022－2023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
7／6

7／7

7／8
7／11
7／12
7／12
7／12

小松大学ボランティアサークルとの餅つき大会　本村、德田、大畑、後藤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　澤矢、元、齋藤
新旧合同理事会　德田、松多、大畑、山本省五、澤矢、澤守、東、中田、髙木、南井、川本
　　　　　　　　　 北村、元、齋藤、数左、後藤、寺田、杉本、本村、蓮井、宮城、上原
能美ＲＣ　德田、澤矢
小松シティＲＣ　德田、澤矢
小松東ＲＣ　德田、澤矢
東京後楽ＲＣ　大畑
第１回ミニフォーラム　中田、後藤、数左、那谷、山根、湯浅

能美RC様、会長：北出秀樹様、幹事：南　直樹様
加賀RC様、会長：井野上盛光様、幹事：下荒隆晴様
小松東RC様、会長：東　樹志様、幹事：木下しげみ様
小松シティRC様、会長：松本賢一様、幹事：新田俊郎様
德田八十吉、松多伸悟、山本省五、澤矢豊伸、湯浅外志男
髙木千鶴、川本　樹、北村　茂

ニコニニコニコBOX例会報告 第3243号　2022.7.14（木） アパホテル<小松グランド>
会員数 50名・出席数 33名・欠席数 17名・出席率 66.00％

38年皆出席：湯浅外志男会員
36年皆出席：本村公志会員
31年皆出席：橋浦　隆会員
29年皆出席：中田一於会員
26年皆出席：西　正次会員

22年皆出席：杉本雅規会員
16年皆出席：数左從光会員
10年皆出席：福島　徹会員
　　　　　   澤矢豊伸会員
  5年皆出席：澤守麻希会員

5年皆出席：山本省五会員
4年皆出席：大畑清三会員
3年皆出席：後藤　充会員
　　　　　 東　和央会員
2年皆出席：北村和久会員

2年皆出席：松多伸悟会員
　　　　　 元　良典会員
　　　　　 德田八十吉会員
　　　　　 上原邦弘会員
1年皆出席：齋藤典子会員

★入会式・新会員紹介

おし　 の　　 りょうきょう

押 野　了 享 様
おし　 の　　 りょうきょう

【職業分類】幼稚園
【勤 務 先】学校法人  智光幼稚園
【役　　職】園長
【生年月日】1980年2月12日生

推薦者：元　良典会員・蓮井正樹会員



社会奉仕委員会

小松大学ボランティアサークルとの『餅つき会』
7月6日（水） 15：00～  こまつ町家　本村公志邸『喜楽庵』

　昨年度より社会奉仕委員会では、小松大学ボランティ

アサークルと協力してフードパントリー事業を行ってき

ました。学生と交流する中で、今まで餅つきを体験した

ことがないという学生たちの希望により、ロータリアン

と合同での餅つき会を開催しました。

　本村公志会員邸『喜楽庵』にてサークルの学生、小松

ＲＣ会員、従業員や家族を含め約20名が参加し、会員の指
導のもと、餅つきが始まりました。慣れない手つきで全

員が餅つきを体験し、つきたての餅で大根おろし、あん

こ、きなこの３種を作って試食。自分で作った餅を美味

しそうに頬張る学生や子ども達の笑顔が印象的でした。

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 346,000 円

5日　南井　浩昌会員
27日　宮城　香織会員

9日　上田　　真会員
31日　石田　拓也会員

25日　東　　和央会員14日　寺田　英夫会員

★懇親会

德田八十吉、松多伸悟、大畑清三、澤矢豊伸、宮城香織
南井浩昌、上原邦弘、後藤　充

ニコニニコニコBOX例会報告 第3245号　2022.7.28（木） 大文字町「小六庵」
会員数 51名・出席数 35名・欠席数 16名・出席率 68.63％

2022年7月28日　新会員歓迎夜間例会第3245回 大文字町「小六庵」

★德田八十吉会長  挨拶・報告
司会：後藤　充 親睦委員長

【新会員】宮城  香織会員・石田  拓也会員・南井  浩昌会員・奥　真司会員・名徳  隆嗣会員

●開宴挨拶：德田八十吉会長　●新会員紹介：澤矢  豊伸幹事　●乾杯：松多  伸悟直前会長　●余興：親睦委員会
●中締め：大畑  清三会長エレクト　●閉宴（手に手つないで）

《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。

北國新聞朝刊
（令和４年７月18日付）


