
  

 
        

 

    
 

 

                

 

 

 

 

 

 

（2829 回）   （2830 回） 
 
令和４年 9月 30日(金)      令和４年 10月７日(金) 
司 会  鈴木 聡 SAA             司 会  赤瀬弘行前 SAA 

開 会 点 鐘  中勝篤司会長                開 会 点 鐘  中勝篤司会長         

Ｒ Ｃ ソ ン グ  「君が代・奉仕の理想」    Ｒ Ｃ ソ ン グ  「我等の生業」 

四 つのテス ト  職業奉仕委員長津島久和    四 つのテス ト  澤田悦守会員 

会 長 挨 拶  中勝篤司会長             会 長 挨 拶  中勝篤司会長 
ビ ジ タ ー 紹 介  鷲塚一夫(富山シティーＲＣ)    ビ ジ タ ー 紹 介   

幹 事 報 告  山本 肇幹事                  幹 事 報 告  山本 肇幹事 

委 員 会 報 告            委 員 会 報 告  

ニコボックス紹介  碓井 順親睦委員           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        出 席 報 告  岩本公一出席委員長 

お誕生日のお祝い 9/30 田中英敬会員       皆出席表彰      26年 稲垣州英会員 

            10/6  市田 隆会員                     26年 中条佳市会員 

ご夫人のお誕生日のお祝い                会員のお誕生日のお祝い 

            10/4  荒井京子 様                     10/7 中井 龍会員 

            10/6  中条幸子 様                     １０/９ 藤井幹雄会員 

結婚記念日のお祝い                    ご夫人のお誕生日のお祝い 

            10/4  黒田 昭会員                     10/8 土地敦子様 

            10/5  碓井 順会員       結婚記念日のお祝い 10/7  小林雅樹会員 

            10/6  林 洋一会員                     10/10 赤瀬弘行会員 

                                               10/10 本谷博幸会員 

卓話 国際ロータリー第 2610地区          卓話 国際ロータリー第２６１０地区 

    富山第２グループロータリークラブ           黒川伸一ガバナー 

    五十嵐靖郎 ガバナー補佐           演題「ロータリーと共に」 

演題 「所 感」                                   

当日出席率報告                  当日出席率報告 

９/30 32（2）50 64％              10/7 30（0）50  60％ 

例会修正                                          例会修正 

９/９ 31（0）54 59.61％             9/16  31 (0) 54 59.61％ 

総員５６名免除会員６名（ ）メークアップ人数       総員５６名免除会員６名( )メークアップ人数 

 

閉会点鐘    中勝篤司会長              閉会点鐘    中勝篤司会長 

 

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 2827.2828 例会 Toyama South Rotary Club Weekly Ｒ４.10.14  12.13 合併号 

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＊(10 月 28 日(金))  
場 所：富山電気ビル４階光の間 
卓 話：米山奨学生 
   朝日 RC所属 
   ウ ティ トゥ ヒエンさん 
 

 

＊本日の予定＊(10 月 14 日(金))  
場 所：富山電気ビル４階光の間 
2022-2023年度地区大会 
事前準備会  

 ※１０月２１日(金)は例会は休会です。      

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

＊ロータリー・レートのお知らせ＊ 
国際為替レート 

１０月は１ドル 145 円 

          

 

本日のお食事メニュー 
ミネストローネスープ サラダ 

鶏モモ肉とベーコンのソテー ガトーショコラ  

バニラアイス パン 

 

ニコボックス(9/30 分) 

☆ガバナー補佐訪問に参りました。よろしくお願い申し上げます。 

     富山第２グループガバナー補佐  五十嵐靖郎 様 

☆ガバナー補佐のクラブ訪問を歓迎いたします。     中勝篤司さん 

☆五十嵐ガバナー補佐本日は宜しくお願い致します。     山本 肇さん 

☆妻の誕生祝いを頂いて。        中条佳市さん 

☆五十嵐ガバナー補佐本日は宜しくお願い致します。     土地豊隆さん 

☆五十嵐ガバナー補佐公式訪問宜しくお願い致します。    柴草甚敦さん 

☆小沢さん卓話ありがとうございました。      岩本公一さん 

☆結婚記念日ありがとうございます。      碓井 順さん 

☆お祝いありがとうございます。       田中英敬さん 

        皆様ご協力ありがとうございます。 

ニコボックス(10/7 分) 

☆ガバナー公式訪問に参りました   国際ロータリー第２６１０地区 

      ガバナー    黒川伸一様 

☆ガバナー公式訪問に同行させていただきました。 地区幹事   藤谷弦一郎様 

☆ガバナー公式訪問に同行させていただきました。 

   宜しくお願い致します。  国際ロータリー第２６１０地区 

      富山第２グループ ガバナー補佐 五十嵐靖郎様 

☆黒川ガバナーのクラブ訪問を歓迎いたします。     中勝篤司さん 

☆黒川ガバナー、五十嵐ガバナー補佐、藤谷地区幹事 

    適切なアドバイスありがとうございます。  山本 肇さん 

☆誕生日のお祝いありがとうございます。      澤田悦守さん 

☆出席優秀表彰を頂いて        稲垣州英さん 

☆皆出席表彰を頂いて        中条佳市さん 

☆妻の誕生日のお祝いを頂いて。       土地豊隆さん 

☆五十嵐ガバナー補佐公式訪問宜しくお願い致します。    柴草甚敦さん 

☆結婚記念日のお祝いを頂いて。       小林雅樹さん 

☆結婚記念日のお祝いを頂きありがとうございます。     赤瀬弘行さん 

☆結婚記念日のお祝いを頂きありがとうございます。     本谷博幸さん 

        皆様ご協力ありがとうございます。 



 

 

 (9月 30日 ガバナー補佐訪問) 

 

  国際ロータリー第２６１０地区 

  富山第２グループロータリークラブ 

  五十嵐靖郎 ガバナー補佐 

  

  演題「所感」 

 

   私は富山西ロータリークラブに在職して２１年目となります。本年度はガバナー補佐を仰せつかりました 

  宜しくお願い致します。 

   今年度のＲI会長は、ジェニファージョーンズさん女性です。カナダの方です。工学博士もされております 

 
   今年度のＲI会長テーマは皆さんご存知のとおり「イマジンロータリー」です。 

   1.ロータリーにおける DEIについて詳しく学ぶ。 

   2.自分のクラブや地域にとって DEIが重要である理由と、これらの原則を取り入れることがクラブの成長と 

     発展にどのように役立つかを理解する。    

   3.DEIについて認識を高め、理解を深める。 

   4.クラブ内や地域社会内で DEIに関する行動を起こす。 

 南ロータリーでは何をやってるのか具体化して、アピールしたいと先程の会長、幹事懇談会でおっしゃってお

られました。オープン例会等を活用して、女性会員も増やしたいと言っておられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例会前に行われた懇談会の様子です。 

 

  

 



 

 

 そして本年度、国際ロータリー第２６１０地区のガバナーは黒川伸一さんです。富山南ロータリークラブの方で

す。第２６１０地区のメッセージとして発信をしておられます。 

    ロータリーと共に 

   地区内クラブの支援を調査し 

   地区として、支援策を考え 

   地区として、行動を起こす 

地区内クラブの支援を調査し、地区内６４クラブのそれぞれの、満足度を調査し、問題点があれば解決策を、 

クラブと一緒に模索する。 

ポリオ根絶も重要課題です。各６４ＲＣの皆さんに折り鶴を折っていただいたものを気持ちとしてアフガニスタン

とパキスタンに気持ちとして持って行きたいと思っておられます。皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

 日本の女性会員は７％だそうです。ハードルは高いと思いますが、是非女性の増員をお願いいたします。 

 ２０人以下のクラブが、６４地区で約３分の１だそうです。将来的には小人数のクラブに対しても、ガバナー事

務所が何かと支援していきたいと思っているそうです。 

 ３年後、５年後のロータリークラブは何をしているのかという風に考えて行ってみてください。それから色々と 

計画性が見えてまいります。皆さんも目標を作成し、見直しながら進めて行きましょう。 

これからロータリー活動も楽しくする為の事柄です。 

私は例会やその他のクラブ活動を楽しみにしている 

・例会の内容は、興味深く、意義があり、多様性に富んでいる 

・例会で会員や来訪者を迎え入れる挨拶係がいる 

・例会はしっかりと企画、運営されている 

・会員は毎回の例会で違う人と会話すようにしている 

・クラブで新しい友人を作ることができた 

・親睦や交流を目的とした集まり（例会以外）を定期的に開いてる 

・会員がリーダーシップを発揮する機会や、職業的に成長できる機会がある 

・過去１年間に多様な会員（女性会員、若い世代の会員）が純増した 

・地元メディアを通じてクラブやロータリーを紹介している 

楽しくなければロータリーでないという事で、活躍をして行って下さい。そして積極的に活動し発展して頂くよう

に活動をお願いいたします。 

 

 (１０月７日ガバナー公式訪問) 

 

  国際ロータリー第２６１０地区 

  黒川伸一 ガバナー 

  

    演題 「ロータリーと共に」 

 

  

  今日で４３番目の公式訪問です。皆さんよくご存じの通り私の自己紹介をさせていただきます。 

 ２００0年６月  富山南ロータリークラブ入会 

 ２００６-２０１０年度 地区ロータリー財団委員会友 GES小委員会委員クラブ幹事 

 ２０１０-２０１３年度 地区ロータリー財団委員会副委員長 

 ２０１６-２０１７年度 地区ロータリー財団委員会委員長 

 ２０１８-２０１９年度 地区副幹事 クラブ会長エレクト 

 

 



 

  

 ２０１９-２０２０年度 クラブ会長 

   地区戦略計画策定特別委員会委員 

 ２０２２-２０２３年度 国際ロータリー第２６１０地区 ガバナー 

  

 今年度国際ロータリー１１５年におよぶロータリーの歴史で初の女性会長、ジェニファージョーンズさんです。 

 ジョーンズさんは１９９７年にロータリークラブに入会し、ＲI副会長、理事、研修リーター、委員会委員長、 

 モデレーター、地区ガバナーを歴任されました。またロータリー強化諮問グループ委員長を務め、ロータリー 

 のブランド活性化の取り組みでリーダー的役割を担いました。現在はポリオ根絶のために、ご努力をされて 

 おられます。ご主人もロータリアンです。 

 

 今年のロータリーのテーマは「イマジンロータリー」皆さんはジョンレノンの曲はご存知ですよね。 

 日本語訳があります。想像してみてください平和な世界を。 想像してみてください富山南ロータリークラブの 

 素晴らしい世界を。想像するのは私です。そして実現するのも私達ロータリアンです。 

 そして今年のガバナーの私のテーマ「ロータリーと共に」地区内クラブの支援策を調査し、地区として行動を 

 起こすと考えております。皆さんは自分のクラブに満足してますか？地区内６４クラブが主役のロータリークラ    

 ブ、その主役である各クラブの満足度を調査し、クラブメンバーの居心地の良い場がクラブの例会であり、 

 クラブメンバー間のコミュニケーションだと考えます。 

  そして今年度国際ロータリーの最重要課題が「ポリオ根絶」です。地区としても取り組みたいと考え、地区 

 メンバー全員による「エンドポリオナウの折り鶴」を折って頂くことにしました。この折り鶴を全地区内メンバー 

 で折る事により、全地区内のメンバーがポリオ根絶にかかわることができ、第２６１０地区全クラブとしての事業 

 となります。 

   

  今年度の地区の取り組みとしては、 

 ・戦略計画策定委員会、ガバナー・エレクト・ノミニー・ガバナー補佐・クラブ会長の、地区の  

 特殊な問題を議論する。 

 ・危機管理委員会、各委員長と外部有識者との危機管理について、確立する 

 ・RLI 委員会、クラブ会長エレクトの、研修の場としたい 

 ・会員増強委員会、女性会員の比率アップを目指す。 

・公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員会、ﾛｰﾀﾘｰが地域に根差した活動等を、メディア等に広めて行き、メンバ 

  ーの意識を変えたい 

・職業奉仕委員会、ﾛｰﾀﾘｰの歴史から、脈々と流れる伝統等の認識を高め、今のロータリーへと  

 繋げていきたい 

・社会奉仕・国際奉仕、R 財団地区補助金を利用した行動を重視し、クラブ活性化を図りたい 

・国際青少年交換委員会、ベルギー短期交換は、いまだにコロナの影響で中止したが、長期交 

 換は７月からの実施を予定しています。 

・ロータリー財団委員会、地区補助金の申請が次年度分が、あまり考える期間も無く申請させ 

 られてる感が大きく、次年度は、次次年度の申請が、早く計画できるように、取り組みたい 

・米山奨学記念奨学会委員会 

 石川・富山の奨学生を支援し、広く地域に根ざした学友を育てたい。 

・地区ガバナー事務所の固定化で、米山・R 財団・青少年交換等、事務手続きの固定化を図りま 

 す。 

・将来的には、少人数のクラブに対して事務局の代行サービスも目指しており、クラブの支援 

 をしたいと考えています。 

 



 

 

      ４つのテスト 

       真実かどうか みんなに公平か 好意と友情を深めるか みんなのためになるかどうか 

 

     この４つのテストを思い浮かべながら、もっともっといいクラブにして行ってください。そして楽しいクラブ 

     になるように頑張って行ってください。お願いいたします。 

 

           

 

 

  

  

 

  

      ポリオ折り鶴をお渡しいたしました。 

 

                           ガバナーと共に、ガバナー補佐、地区幹事、当クラブ会長、幹事 

  

 

  お知らせです。 

    １１月１１日(金) 職場訪問例会です。 ＮＨＫ富山放送局に参ります 

    １１月１８日(金) 富山シティーＲＣとの夜間合同例会です。ゴルフ懇親会もあります。 

  

    上記いずれも締切日がありますので、お返事をお願いいたします。   

 

    ※例会に欠席される方はお手数ですが、必ず例会日前日の午前中までに事務局まで 

      ご連絡をお願いいたします。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※会員企業紹介に皆様の会社の HPアドレスを掲載した方は、事務局までご連絡をお願い致します。 

有限会社法澤建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ事務所 

代表取締役 法澤 龍宝 

（建築設計） 

 滑川市柳原 32-1 

TEL 475-5771 

FAX 475-5770 

 

 

 

株式会社Ａ･ウォッシュ 

代表取締役 荒井 志徳 

（コインランドリー経営） 

富山市婦中町速星８９番地 1 

TEL 413-2466 

FAX 413-2477 

 

 
 

 

 

会会会員員員企企企業業業紹紹紹介介介 

 

 


