
  

 
        

 

    
 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2846 回）        
 
令和５年２月 10 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  中条佳市会員     
会 長 挨 拶  中勝篤司会長    
本日のゲスト   
  KUROBE アクアフェアリーズ 
  ゼネラルマネージャー 飯田耕一 様                                      
幹  事 報  告    山本 肇幹事                                     

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  2/15 山崎宣夫会員 

ご夫人のお誕生日   

2/6  藤谷麻紀子様  2/9  押田のり子様 

2/14 澤田晶子様   2/15 牧野聖子様 

卓   話  
 一般社団法人 KUROBE アクアフェアリーズ 
 ゼネラルマネージャー 飯田耕一 様 
 演題「KUROBEアクアフェアリーズの歴史と未来」                               

            

                                                                                                                                                                 

 

 

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   2/10 31（1）52 59.61％ 

例会修正 1/27 30（2）51 58.82％ 

＊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 1月１ドル 130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  

№ 

Toyama South Rotary Club Weekly       Ｒ５.２.１７   ＮＯ．28 

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＊(２月 24 日(金)) 
 場所 富山電気ビル４階「光の間」 

 卓話 富山県護国神社 

    禰 宜  栂野高広 様 

 演題「護国神社のこと 

  富山縣護国神社のこと」 

    

 

＊本日の予定＊（２月 17 日(金))  
場所 富山電気ビル４階「光の間」 

卓話 紙ぷらす株式会社(旧株式会社若林商店) 

   代表取締役専務 赤瀬弘行会員 

 演題「引き寄せの法則と 

  富山南ロータリークラブ」 

 

 

   

  

 

 

  

 

   

 

総員５６名 免除会員６名 （ ）はメークアップ人数 

 

２月は平和構築と紛争解決月間 

2 月のお食事メニュー 

17 日(金) 南瓜スープ サラダ  

     鱈と白子のポワレ ノワゼットソース 

     ガトーショコラ 苺 バニラアイスクリーム 

24 日(金) 付出 チキン南蛮 食事 フルーツ 

     

      ニコニコボックス 

☆飯田様、本日の卓話宜しくお願い致します。  

        中勝篤司さん 

☆KUROBE アクアフェアリーズ応援してます。 

                    山本 肇さん 

☆お誕生日のお祝いを頂きました。      山崎宣夫さん 

☆チョコレートありがとうございます。  黒川伸一さん 

☆お誕生日のお祝いを頂きました。   吉田繁之さん 

☆早退します。            吉田繁之さん 

☆妻の誕生祝いありがとうございます。  藤谷弦一郎さん 

☆本日、早退します。すみません     藤谷弦一郎さん 

☆妻の誕生日ありがとうございます。   牧野健一さん 

☆アクアフェアリーズ応援してます。  牧野健一さん 

☆飯田様卓話宜しくお願い致します。  岩本公一さん 

☆妻の誕生祝い頂き有難うございます。 澤田憲秀さん 

 

 

 



 

 (2月 10日卓話) 

 

                     一般社団法人 

                       KUROBE アクアフェアリーズ 

                     ゼネラルマネージャー 飯田耕一 様 

         

    

 

 

    演題「KUROBE アクアフェアリーズの歴史と未来」 

   

 【プロフィール】 

  1956 年生  生まれは新潟県上越市。群馬県横川出身 

  1979 年  YKK 入社 海外勤務を経て 

  2018 年  アクアフェアリーズのジェネラルマネージャー 

  趣味は ゴルフです。   

   

 【KUROBE アクアフェアリーズ】 

  プロスポーツ集団です。女子バレーボールチームとしては、全国初の市民球団です。2000 年にあり  

 ました富山国体の少し前に設立されております。 

  日本のプロスポーツは J リーグ 1993 年に開幕しております。今年で 30 周年になります。プロスポ 

 ーツに転向した成功事例のひとつです。 バスケットボールですが、1967 年、バスケットボール 

 日本リーグとして運営されていました。これは実業団が運営するアマチュアリーグです。 

 選手は親会社の社員として給料をもらう事が一般的でした。 

 このバスケットボールにプロリーグを創設しようという動きがプロリーグ構想です。 

 2016 年に B リーグが誕生したことで初めて統一プロリーグが実現されております。 

  バレーボールは、世界ランクでいえばサッカー、バスケットよりも上です。 

 1964 年開催の東京オリンピックで金メダルに輝いております。その時の方達がプロ化を  

 目指していたのですが、成り立たたずに断念しております。サッカー、バスケットもプロ化  

 です。2018 年からＶリーグが始まっております。クラブチームがビジネスとして成功して  

 いかなければならないと思っております。この後色んなスポーツがプロ化に進んでいくと思  

 います。アクアフェアリーズは選手は各企業に所属をさせて頂いて、午前中は仕事、午後か  

 らは、練習という形になっております。プロの一番厳しいところは選手の年俸が上がってい  

 くことです。企業様の浮き沈みによってチームが存続するかしないか等の状況になっており  

 ます。  

  富山県のスポーツは、サッカーのカターレ、バスケットボールの富山グラウジーズ、野球  

 のサンダーバーズがプロとなっております。  

  アクアフェアリーズは地域に目指した活動を行っております。2018 年に新しいリーグに  

 参戦しております。ホームグラウンドは黒部総合体育センターです。その他に、色々なイベ  

 ント活動をさせて頂いております。スポーツを通じて皆様に笑顔を届けたいと思っておりま  

 す。これからも勝ち進み上位を目指して頑張っていきます。応援を宜しくお願い致します。 

  

 

  

 

 



 

    

 

 スケジュールは急遽変更になる場合がございます。 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

                     

  

  

    

     

 

   

      

  

 

  

 

お知らせ   

  例会を欠席される方は、例会日前日の午前中までに欠席届をお願い致します。 

 

  ロータリー手帳をお申し込みの方は、事務局までご連絡をお願い致します。 

 

  2022-23 年度地区大会 2021-2022 年度 I.M.の DVD があります。ご覧になりたい方は 

  貸し出しを致します。事務局までご連絡をお願い致します。  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

ハッピーアンドドリーム株式会社 

代表取締役 吉田繁之 
(普通自動車販売) 

 富山市羽根 80-1 

     TEL 495-6611 

     FAX 495-6610 

 

 

  

 

 

南司法行政測量事務所 
所 長 南  昌樹 

(司法書士) 

 富山市本町 10番 10号 

     TEL 432-3373 

     FAX 432-3584 

 
 

 

 

会会会員員員企企企業業業紹紹紹介介介 

富山第２グループＩＭのお知らせ 

・日時  令和５年３月９日(木)  開会点鐘 12：30  閉会点鐘 14：00 

・場所  オークスカナルパークホテル富山 

・講師  講 師 富山福祉短期大学教授 小川 耕平 氏  

          （北京冬季パラリンピック金メダリスト 川除 大輝 選手の恩師）  

・演題  「 スポーツがもたらすもの 」 

    

     ※昼食は 11 時 30分よりご準備されております。ご来場されました方より 

      お召し上がりいただけます。 

  

        

 


