
  

 
        

 

    
 

 

                

 

 

 

 

 

 

（2819回） 
 
令和４年 7月 8日（金）           

司 会 鈴木 聡ＳＡＡ   

開 会 点 鐘 中勝篤司会長  

Ｒ Ｃ ソ ン グ  「我等の生業」 

四つのテスト 小沢伊弘会員 

会 長 挨 拶 中勝篤司会長 

ビジター紹介   

幹 事 報 告 山本 肇幹事  

委 員 会 報 告                   

ニコボックス紹介 法澤龍宝親睦委員長          

出 席 報 告 岩本公一出席委員長 

お誕生日のお祝い  

  7/11  津島久和会員 

  7/18  草野寛明会員 

  7/17  山崎健一会員 

ご夫人お誕生日のお祝い 

  7/15  山竹永貢子様 

  7/17  山崎美幸 様 

  7/17  山岸なつ 様 

  7/18  中井清美 様                     

               

 

 

 

閉 会 点 鐘  中勝篤司会長                                                           

                                            

  

 

 例会日：毎週金曜日 12時 30分～13時 30分 例会場：富山電気ビル 4階「光の間」事務所：富山市桜橋り 3-1  

 富山電気ビル 2階 228号室 TEL(076)441-2351 FAX(076)441-2354 E-mail：rotary@toyama373.org 

 携帯：090‐2375‐1963 URL：http://www.toyama373.org/   事務局執務時間 9：30～16：30 

当 日   7/8 33(0)52 68.62% 

例会修正 6/24 35(2)50 70.00％ 

＊ロータリー・レートのお知らせ＊ 
国際ロータリー為替レート 7月 1 ドル 136円 
          

 

第２２９６回例会 Toyama South Rotary Club Weekly           H22．10．15  №

14 

 

 

 

 

第２２６２回例会 Toyama South Rotary Club Weekly            H22．1．29  

№ 

第 2820例会 Toyama South Rotary Club Weekly       Ｒ４．７．15  ＮＯ．3 

創立／1963(昭 38)12.20 承認／1964(昭 39)6.24  会長／中勝篤司  幹事／山本 肇  会報委員長／天井正人 

  

 

 

 

 

第２２６２回例会 Toyama South Rotary Club Weekly            H22．1．29  № 

２０２２-２０２３年度 

＊次回の予定＊(７月２２日(金))  
 例会場：富山電気ビル４階光の間 
 ゲスト卓話 
 株式会社カターレ富山 
 代表取締役 左伴繁雄 様 
  

 

 

 

           ７月お食事メニュー 

15日(金)  新年度懇親会 (富山県民会館) 

22日(金) 付出 銀鱈柚庵焼き 食事 フルーツ 

29日(金) クラブ指定休日 

  

＊次回の予定＊(７月１５日(金))  
 例会場：富山県民会館 ８階 
         バンケットホール 
 例会 18：30～ 懇親会 18：40～ 

  親睦ゴルフ 太閤山カントリ―クラブ 

          茜→楠 9：36スタート 

 
  
 

     

 

   

 

総員５６名 免除会員６名 （ ）はメークアップ人数 

 

 

ニコニコボックス 

☆理事、役員、委員長の皆様１年間よろしくお願いいします。 

     中勝篤司さん 

☆暑い日が続きます。お身体に充分お気を付けください。 

     山本 肇さん 

☆妻の誕生祝いいただきました。  山崎宣夫さん 

☆本年度始まりました。よろしくお願い致します。 

     黒川伸一さん 

☆本社新築移転しました。ありがとうございます。 

     高見之信さん 

☆結婚記念日ありがとうございます。 山岸 達さん 

 

  本年度も皆様のご協力よろしくお願い致します。 



 

(７月８日理事・役員・新任挨拶)  

 

            会長エレクト  長谷川 靖 

             月日の経つのは早いですね。ご承知のように数々の物の値段が上昇 

             しております。皆さんと議論しながらやっていきたいと思い 

             ます。私の年度は皆さんご承知のように６０周年となります。また皆様 

             のご協力をよろしくお願い致します。 

 

           副会長 南 昌樹                    

             私の役割としては、会員増強の方もやっていきたいと思います。 

             各委員長等と相談しながらやって行きたいとおもっております。 

             現在は地区の方に出向いております。現在は地区の方が趣を置いており         

             ますが、皆さんとご協力をして、この一年間頑張っていきます。 

             よろしくお願い致します。          

 

    クラブ奉仕担当理事 小林雅樹 

     クラブ奉仕担当という事で親睦、プログラム、会報、友好クラブとの４つの委員会をを担 

     う事になりました。思いをしっかり聞いて、楽しくそして、会長幹事の想いも聞き皆さ 

     んに、反映されるよう努めてまいります。１年間よろしくお願い致します。 

      

    職業奉仕担当理事 鈴木保二 

     今年度理事としての役員を初めて担う事になりました。一年間よろしくお願い致します。 

     職業奉仕というと、職業を通じて社会のニーズを把握してそれを表に繋げて行けるよう 

     １年間終わった時にしたことをはっきりと言えるような形になっていたと思います。 

     各委員の皆様に色々アドバイスいただきながら一年間やって行きたいと思っております。 

     

    社会奉仕担当理事 髙道一榮 

     ジョンレノンの歌「イマジン」これは今のロータリーのテーマでもあります。 

     現在の RI の会長が掲げておられます。この歌に秘められた意味を一人一人自覚し、今で 

     きる事から始めたいと思います。一年間よろしくお願い致します。 

 

    青少年奉仕担当理事 本谷博幸 

     会長、幹事、そして各委員、会員の皆様のご意見を基に、一年間頑張っていきたいと思い 

     ます。よろしくお願い致します。 

 

    副幹事(次期)  高見之信 

     副幹事を拝命致しましたが、まだ一年も先なのですが、既に緊張しております。 

     何をどうすればよいのか本年度の会長、幹事のもと勉強していくつもりです。 

     そして次年度皆様のお役に立てるよう努力してまいります。何分にも人前に出るのが苦手 

     意識はあるのですが、皆様のお役に立てるように頑張ります。 

 

 

 

  

 



    副幹事 藤谷弦一郎 

     昨年度、幹事をさせていただきましたが、まだまだ勉強不足です。皆様のお役に立てるよ 

     うに努力していきます。本年度もよろしくお願い致します。  

      

    会計 芝田 実 

     健全な、財政運営に努めてまいりたいと思っております。よろしくお願い致します。 

     本年度は、ロータリーの友の代表委員を拝命させていただきました。記事を作るのではな 

     く、皆様の情報を集めて編集委員会に送ります。皆様の情報提供にまたご協力をよろしく 

     お願いいたします。 

 

    SAA 鈴木 聡  

     数々のＳAA の方々を見習い、気の利いた言葉などを言えるよう一年間頑張ります。 

     よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    会員増強委員長 桐林 豊 

     本年度の会長の挨拶にもありましたが、会員増強は重要議題であり、富山南ＲＣの魅力を  

     しっかりと発進し一人でも多くの会員増強に繋げたいと思います。併せて女性会員の強化 

     も課題です。会員の皆様との情報を共有し取り組んでまいりたいと思います。皆様のご協    

     力をよろしくお願い致します。 

     

    プログラム(出席)委員長 岩本公一 

     卓話を通じて自身を成長できるような多種多様な方面からの講師をお招きしていきたい 

     と思っております。また IDM の時に出た項目でロータリー歴の長い会員の方のお話で、 

     ロータリーとどうかかわってきたのか、また会社経営の運営のノウハウ等先輩方の色々な 

     人生を卓話を通じてお聞きしたいと思っております。バラエティーに富んだプログラムに 

     していきたいと思っております。皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

    

    会報・雑誌・広報委員会 天井正人  

     この役と言えば、多くの方に私たちの事を知っていただく事だと思っております。 

     毎週発行している週報は、皆様に読みやすく楽しく発行していきたいと思っております。 

     中勝会長のメディア通じて知っていただく事ですが、テレビ、新聞以外での発信も模索し 

     ながらアピールしていきたいと思っております。会員の皆さんの記事もあれば発信してい 

     きたいと思っております。今年一年よろしくお願い致します。 

    

四つのテスト 

 1.真実かどうか 

 1.みんなに公平か 

 1.行為と友情を深めるか 

 1.みんなのためになるかどうか 



   Ｒ財団委員長 澤田憲秀 

    まだまだロータリーについてわからないことばかりですが、お誘いをいただきました。中勝 

    会長の為、クラブの為に微力ながらお支えできればと思っております。 

    １年間よろしくお願い致します。 

 

   国際青少年委員長 林 洋一 

    まだまだコロナ禍です。どこかのタイミングで国際交流の良さというのをやって行きたいと 

    思っております。中勝会長の方針のもと微力ながらお手伝いさせていただきます。一年間よ 

    ろしくお願いいたします。 

 

    富山南ロータリークラブの理事・役員・委員長の皆様一年間よろしくお願い致します。 

   

 

  お知らせ。 

   例会を欠席される方は、お手数ですが、欠席届を例会日前日の午前中までにお願いいたします。 

   欠席届の用紙がない方はお手数ですが、事務局までご連絡をお願いいたします。 

   会員企業の広告にホームページのアドレスを掲載したい方は事務局までにご連絡をお願いい 

   たします。 

  

  サインメークアップ情報 

 １９日(火) 富山みらいＲＣ  オークスカナルパークホテル富山 9：30～13：30

 ２１日(木) 富山西ＲＣ    富山電気ビル      9：30～13：30

 ２５日(月) 富山シティーＲＣ オークスカナルパークホテル富山 9：30～13：30 

  変更の場合がございます。その際は皆様にご連絡させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤマザキ園 
代表 山崎健一 

（造  園） 

富山市西金屋 101 

TEL 436-7108 

FAX 436-2641 

 

株式会社 OSCAR ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 
代表取締役社長兼議長 藤谷弦一郎 

（不動産販売） 

富山市二口町 4-7-14 

TEL 422-4411 

FAX 422-8775 

 
 

 

 

会会会員員員企企企業業業紹紹紹介介介 


