
  

 
        

 

    
 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2847 回）        
 
令和５年２月１７日（金）           
司 会  鈴木 聡 SAA  

開 会 点 鐘  中勝篤司会長              

Ｒ Ｃ ソ ン グ  「それでこそロータリー」       
四つのテスト  津島久和職業奉仕委員長     
会 長 挨 拶  中勝篤司会長    
本日のゲスト   
  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                                      
ビジター紹介 
幹  事 報  告    山本 肇幹事                                     

ニコボックス紹介  碓井 順親睦委員                  

出 席 報 告  小林雅樹クラブ奉仕理事 

お誕生日のお祝い  2/19 松永 豊会員 

         2/20野﨑裕功会員 

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」                               

            

                                                                                                                                                                 

 

 

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   2/17 31（0）51 60.78％ 

例会修正 2/3 37（3）37 71.15％ 

＊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２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       Ｒ５.２.２４   ＮＯ．29 

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＊(３月３日(金)) 
 場所 富山電気ビル４階「光の間」 

 卓話  

  株式会社富山サンダーバーズ 

         ベースボールクラブ 

    

       

 

＊本日の予定＊（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」 

 

 

   

  

 

 

  

 

   

 

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 

24 日(金) 付出 チキン南蛮 食事 フルーツ 

     

      ニコニコボックス 

☆赤瀬さん本日の卓話宜しくお願い致します。  

        中勝篤司さん 

☆赤瀬さん卓話宜しくお願い致します。 山本 肇さん 

☆赤瀬さんマスクありがとうございます。黒川伸一さん 

☆早退します。     小林雅樹さん 

☆卓話させていただきました。   赤瀬弘行さん 

☆早退します。     鈴木保二さん 

      ご協力ありがとうございます。 

 

 

 



 

 (2月 17日会員卓話) 

 

                     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」 

  

  引き寄せの法則について 

  私は、最近本を読んでおりまして、その時に色々と引き寄せの法則に関する本を読んでおります。 

 皆様にご紹介したいと思います。 

  ・引き寄せの法則(エイブラハムとの対話)  本田 健 訳 

   あまり難しすぎて途中でやめました。 

  ・引き寄せの法則  名倉 正(ユーチューバー) 

   この方は面白かったです色々と教えて頂いて、皆さんも YouTube 見てください。 

  ・運が良くなる方法 桜庭 露樹 

   なぜ私がここで卓話をしているかと言いますと、これも引き寄せの法則です。 

   皆さん試しに読んでみてください。 

  ・１日１話、読めば心が熱くなる。 藤尾 秀昭 

   ３６５人の仕事の教科書   

   ３６５人の著名人の談話が書いてある本です。すごい人ばかりです。 

 宇宙で最もパワフルな引き寄せの法則とは、「似たものは引き寄せられる」という法則です。「類は友 

 をよぶ」というのもまさにそうです。 

 このクラブのメンバーでもそうですね。違和感のない方は何となくわかります。 

  例えば、病気の事ばかり口にしている人が実際に病気になったり、豊かさについてずっと話してい 

 る人が実際に豊かになることです。ラジオの周波数を 630kHz に合わせると、当然 630kHz の放送が 

 聞こえてきます。それは電波塔から発信される周波数と受信するラジオの周波数が一致しているから 

 です。一致している同志が集まると 100％ではないのですが、60-70％の確率で一致しているのではな  

 いでしょうか？ 

  この強力な法則を理解しうると、もっと正確に言えば「思い出す」ことができると、その証拠を次 

 々に見つけることになるでしょう。この文章は私が最近すごく感じているんです。「考えていること」 

 と「人生で実際に経験すること」の関連性が理解できるようになります。ただ訳もなくあなたの人生 

 の中に現れるものではありません。 

  あなたが引き寄せているのです。そのすべてをこのことに例外はありません。 

 「引き寄せの法則は」常にあなたの施行に反応しております。だからこそ「自分の現実は、自分で 

 創り出している」と言えるのです。経験するすべての事は、あなたの施行に「引き寄せの法則」が反 

 応しているのです。難しく考えないで下さいここで卓話をしているのも何かに引き寄せられていると 

 そして、富山南ロータリークラブに入会したのも引き寄せられたと思っております。 

  著者稲盛和夫氏も言っておられます。この宇宙のどこかに「知恵の蔵(心理の蔵)」ともいうべき場 

 所があって、私は自分でも気が付かないうちにその蔵に蓄えられた「叡知」を新しい発想やひらめき 

 

 



  

 として引き出してきた。汲めども尽きない「叡知の井戸」それは宇宙または神が蔵している普遍の心 

 理のようなものでその叡知を受けられたことで、人類は技術進歩をさせ運命を発展させることが出来 

 た。私自身もまた必死になって研究に打ち込んでいる時にその叡知の一端に触れることで、画期的な 

 新材料や新製品を世にに送り出す事ができた。そのように思えてならないのです。 

  今の著名人の方はこれに似たようなことを言っておられます。私も偶然の積み重ねと思っておりま 

 したが、必然かもしれませんね。皆さん運命と宿命は別だと思っております。 

  

  

                     

  

  

    

     

 

   

      

  

 

  

 

３月の例会プログラム 

 ３月 ３日(金) ゲスト卓話 株式会社富山サンダーバーズベースボールクラブ 

   3 月 ９日(木) 富山第 2 グループロータリークラブ I.M.(インターシティーミーティング) 

  3 月 17 日(金) ゲスト卓話 一般社団法人日本自動車連盟富山支部（JAF） 

   3 月 24 日(金) 例会変更／職場訪問例会 富山県危機防災管理センター 

    ※３月 10 日(金) 通常例会はございません。お間違えの無いようお願い致します。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

  

        

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※広告のページに HP アドレスを掲載したい方は事務局までご連絡をお願い致します。 

 

株式会社司構造計画 
代表取締役 中勝篤司 

(産業施設再生) 

 富山市清水町 7-1-1 

     TEL 422-3430 

     FAX 422-7480 

 

 

  

 

 

株式会社富山ガスエンジニアサービス 

 代表取締役 山本 肇 
(ガス管工事) 

 富山市婦中町増田 29-2 

     TEL 466-9022 

     FAX 466-4400 

 

 
 

 

 

会会会員員員企企企業業業紹紹紹介介介 


