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☆前回の記録☆  　 第2912回　7月24日（月）ガバナー補佐訪問

★開会点鐘
★ロータリーソング『奉仕の理想』
★来賓・ゲスト紹介
・本日のｹﾞｽﾄ・…国際ロータロー第2610地区ガバナー補佐
★会長の時間　～宮越敏信会長～
　 昨日は暦のうえでは大暑でしたが、梅雨明けはまだ少し先のようです。本日は村谷ガバナー補佐に

来ていただき、下口ガバナーの方針など聞かせていただきました。また当クラブのことも村谷さんには
説明いたしました。この後の卓話では村谷さんから詳しい話をしていただけると思います。 
★ビジター紹介
・本日のﾋﾞｼﾞﾀｰ・・・なし
★今年度地区委員「委嘱状」の伝達・・・横川達乃地区ローターアクト委員
★新入会員・会員証贈呈
　王生幸夫君 　中村裕二君
（株式会社北陸銀行　砺波支店長） （富山県信用組合　砺波支店長）

～臨時総会に切替～　「議長に直前会長　石﨑元蔵君」
臨時総会・・・前年度決算報告及び監査報告　７月１３日（木）会計監査済

2016～2017年度の収支計算書について監査した結果、適法に処理・記載されていると認める。　拍手で承認

～臨時総会を閉じる～
★幹事報告　～林　規明幹事～
臨時理事会報告①ガバナー事務所からの依頼で、九州北部集中豪雨義捐金１人,1000円集めます。②地区大会の

登録は、義務出席者（理事、委員長、3年未満会員）とする。③ファティンさんとウンダルマーさんの出前講座日程と

児童へのお土産単価50円前後とする。④鷹栖小学校自転車全国大会出場にかかる支援金20,000円青少年育成

基金より拠出。⑤事務局のお盆休みは、8/14（月）、15（火）、16（水）です。⑥萩原正剛君から出席免状申請書を

受理し、理事会にて承認。　　 次回は7月31日（月）ガバナー訪問です。

★退会会員挨拶　～小幡　克君～

★委員会報告
・2016-17年度ニコボックス表彰　～山田由理枝委員長～

　2016-17年度　5月・6月のニコボックス賞   米原嘉孝君
　2016-17年度　年間　ニコボックス投函金額　１位：稲垣晴彦君、２位：津田達雄君、３位：石﨑元蔵君

・2016-17年度　皆出席賞　35名　～林　規明出席委員長～

❤メイクアップ無の皆出席の方・・・４名
石﨑元蔵君・石﨑弘毅君・小竹正記君・柴田雅人君

♡飯田修平君・上井　章君・近江美郎君・小竹三郎君・蟹谷康代君
   金木精一君・金木春男君・川上広美君・北村憲三君・五島正樹君・関　浩一君・高原健三君・舘 雅司君
   辰島　剛君・津田達雄君・中西　昇君・林　淳一君・林　規明君・平澤栄次君・深松篤夫君・藤田誓希君
   堀田泰弘君・本江眞吉君・水上幸俊君・宮越敏信君・宮永陽子君・横川達乃君・横山由美君
   余西孝之君・米原嘉孝君・渡辺俊行君

  【本日の例会プログラム】　　ガバナー訪問

《７月》　　　７月のロータリーレート　　１ドル=111円

～Ｌｅｔ’ｓ　ｔｅｌｌ　ｏｕｒ　ｙｏｕｔｈｓ　ａｂｏｕｔ　Ｒｏｔａｒｙ～

この一年は、いろいろな人と出逢え、人として成長させてもらえました。 



・クラブ広報委員長会議 ました。有難うございました。
  7/9（日）出席報告 金木春男君】 先日、新年度RACﾞが11人の会員で初
　　～横山由美委員～ 例会が開催されました。多数のロータリ
　「ウェブサイトを通じて、ロータリーの公共イメージ アンの参加を頂き、有難うございました。
アップを目指すということで、フェイスブックの 山田由理枝君】 ようやく前年度のニコボックス賞を表彰
活用等も含め、ロータリーの事を知ってもらい 出来ました。稲垣さん、津田さん、
良いイメージを持って頂くために、砺波RCで 石﨑元蔵さん、米原さん、
も出前講座等を公開して行きます。」 有難うございました。
・砺波ローターアクトクラブ第1例会 上田信和君】 早退を詫びて。

　7/12（水）出席報告 平澤栄次君】 ８日間のクルーズで前回の例会欠席し
　～金木春男委員長～ ました。お詫びします。
　「今年度は南砺RAと砺波RAが 水平線の夕日を見ながら、浄土の仏様
合同で活動を行う事になりました。 を思っておりました。
メンバー11名で頑張って参ります。」 長久正一君】 良い事がありますように。
・ロータリーの友読みどころ　　
　～横山由美クラブ会報・雑誌・広報委員～

P19.イアンH.S.ライズリーRI会長の
お言葉、今年度のロータリーのテ 　★出席報告　～関　浩一委員長～

ーマ「変化をもたらす」。「ロータリ  本日の出席率　　　　44/52　　84.62％　　　　　　　　

ーとは何ですか」という問いに、  前々回の修正出席率　46/51　  90.20％

私たちは行動をもって答えます。
奉仕を通じて変化をもたらすことによって。 ★卓話の時間　 第２６１０地区第三分区
P20.ｶﾞﾊﾞﾅｰの横顔。P29「ﾐｽﾀｰﾛｰﾀﾘｰ」こと. 　　　　村谷正芳ガバナー補佐
第2610地区下口幸雄ｶﾞﾊﾞﾅｰの紹介ﾍﾟｰｼﾞ。 　この度、2017-18年度国際

温厚篤実な紳士で、卓話などのｽﾋﾟｰﾁは格 ロータリー2610地区富山第

調も高く、われわれﾛｰﾀﾘｱﾝの羨望の的でも ３分区のガバナー補佐を務

あります。 めさせていただきます高岡

P45.「私の夢」と題してｲﾝﾀｰｱｸﾀｰ田畝佳也 万葉ロータリークラブの村

乃さんの福祉活動について。 谷正芳です。私のロータリ

福島成蹊高校IAC・JRC部の活動の一環と ー歴は29年です。40歳でJCを卒業して間なく先
して、施設や保育園の子どもたちと定期的 輩に誘われ、高岡北ＲＣへ入会しましたが、高

に交流している。将来、児童福祉士を目指 岡地区に新クラブを作る拡大の気運があり、大

していて、その夢を叶えるために大学進学 木特別代表のもと、高岡北ＲＣがスポンサーク

を考えている。 ラブとなり、高岡万葉ＲＣが４９名で創立され

★ニコボックス報告　～長久正一委員長～ 移籍しました。何しろ富山地区では初の夜間例

富山第三分区ガバナー補佐　村谷正芳様】 会という事で、石川地区の香林坊ＲＣへ見学に

本日のガバナー補佐事前訪問 行って学んだり、チャーターナイトまで忙しく

宜しくお願いします。 していたのを思い出しております。ロータリー

林　淳一君】 石﨑・小竹前役員のお蔭で、 歴の中で、2002-03年度クラブ会長を務めさせて

皆出席が出来、嬉しく思って、 いただきましたが、その年度、貴クラブが津田

又、元気が出た感じがします。 ガバナーを排出され、地区大会はじめ多くの行

ありがとう。 事が行われ、チューリップフェア期間中の記念

黒田泰人君】 静岡県御殿場市に20,000㎡ 例会をはじめ印象深く思っております。

の土地を確保しました。始め 　さて今年度ＲＩ会長は、イアンＨ．Ｓ．ライ

ての県外工場を展開します。 ズリー氏です。オーストラリア・ビクトリア州

北村憲三君】 皆出席賞を頂き、有難うござ 出身、サンドリンガムＲＣ所属で職業は公認会

います。 計士です。奥様もパストガバナーという事で、

余西孝之君】 皆出席賞を頂いて、有難う御 まさにロータリーファミリーです。2017-18年度

座います。 ＲＩ会長テーマは「ロータリー：変化をもたら

近江美郎君】 皆出席賞頂き、有難うござい す」です。最初私は非常に難しく理解できない

ました。本年も頑張ります。 テーマでしたが、地区研修・協議会や勉強会に

石﨑元蔵君】 本日は前年度収支決算の報 おいてガバナーや講師の方々のお話を聞いて少

告をさせて頂きます。これで し分かってきたように思えます。それは全世界

こそ、最後仕事です。昨年度 で200ヶ国以上、約123万人、35,000以上のクラ

は大変お世話になりました。 ブが地域社会と世界に変化を生み出したいとい

米原嘉孝君】 昨日、あるイベントで焼きそば う願い、人道的奉仕活動を継続する中で、地域

を約500食作りました。やっぱ 平和の推進、疾病との闘い、水と衛生、母子の
腰にきますね！そして余西 健康、教育の支援、地域経済の発展等、多くの
一広君にも大変お世話になり 分野で変化をもたらすと理解致しました。

本日のニコボックス　13件
ニコボックス累計　72,000円



　次に2610地区、今年度は下口幸雄
ガバナーです。下口ガバナーは1943
年7月13日生れで74歳です。石川第２ 8月7日 (月） 卓話：石﨑元蔵
分区加賀ＲＣ所属で、1991年会長を 8月14日 (月） 例会取消
歴任され、65歳の時に石川第２分区 8月21日 (月） 卓話：藤田誓希⇒警察署の方
ガバナー補佐を務められました。 8月28日 (月） 卓話：黒田泰人
職業分類は管工業で富士工業㈱取締 9月4日 (月） 卓話：中西　昇⇒太田尚典氏
役会長です。ガバナーメッセージは 9月11日 (月） 卓話：近江美郎
「クラブのカラーを出そう」です。 9月18日 (月） 祝日につき休会
地区内64クラブは其々歴史と特色を備 9月25日 (月） 卓話：松原　剛
えられています。社会奉仕活動におい 10月2日 (月） 卓話：上田信和
ても、地域の求める奉仕を的確に把握 10月9日 (月） 祝日につき休会
し活動しておられます。ここ2～3年の 10月16日 (月） 秋の紅葉狩り例会
傾向としてロータリーが多いに推奨し 10月23日 (月） 卓話：蟹谷康代
ている地区補助金を活用した活動が多 10月30日 (月） クラブアッセンブリー「地区大会報告」

くなってきています。全ての活動は時 11月6日 (月） 卓話：萩原信行
代と共に変化しなでも７番目のクラブ 11月13日 (月） 職場訪問
としてまさに歴史と伝統、そしてまた 11月20日 (月） 卓話：横川達乃
地域に根差した奉仕活動を行っていら 11月27日 (月） 卓話：米山奨学生
っしゃいます。ロータリーの運営委員 高岡北RC　ゴルロワ・ソフィアさん
会の設置、そして将来を見据えたクラ 12月4日 (月） クラブ年次総会
ブ運営やトルコのＹＡＬＯＶＡロータ 卓話：長久正一
リークラブとの姉妹クラブ、友好クラ 12月11日 (月） 卓話：五島正樹
ブとしては第2510地区 栗沢ＲＣ、提
唱クラブとして破波ローターアクトク
ラブ、破波工業高校インターアクト等、 高岡RC 8/3 （木）⇒早朝例会の為、変更

53名の会員での活動に感謝と敬意を 高岡西RC 8/16 （水）⇒例会取消

表するものです。 8/30 （水）⇒職場例会の為、変更

　地区の具体的目標については、 高岡北RC 8/7 （月）⇒早朝例会の為、時間と場所を変更

１．ＲＩ会長テーマの理解と推進　 8/14 （月）⇒休会

２．地区ロータリー財団　 高岡万葉RC 8/11 （金）⇒休会

　　財団の地区補助金の活用（奉仕活動 8/25 （金）⇒家族例会の為、27日（日）に変更

　　推進）･Ｒ財団寄付150＄/１人目標 新湊RC 8/11 （金）⇒休会

　　・ポリオプラス30＄/１人目標等 射水RC 8/15 （火）⇒例会取消

３．Ｒ米山記念奨学会寄付 8/29 （火）⇒ボウリング例会の為、時間と

　　・普通寄付　6,000円/１人 場所を変更

　　・特別寄付　10,000円/１人　 氷見RC 8/3 （木）⇒花火例会に変更

４．会員増強純増１００名を目標とする。 8/17 （木）⇒例会取消

５．地区研修・協議会「ＲＩ戦略計画」 9/7 （木）⇒ガバナー公式訪問の為、氷見

　　に対する理解を深め、クラブ活性化 中央RCとの合同例会に変更

　　に繋がる研修会を計画、実行する。 氷見中央RC 8/11 （金）⇒休会

　①クラブ強化について 8/25 （金）⇒夜間例会に変更

　②公共的イメージ向上・実践について 小矢部RC 8/1 （火）⇒北海道沼田町青少年交流事業

　③人道的奉仕の実践について の為、変更（受付時間は17：30～）

　④ロータリーの魅力について 8/8 （火）⇒障害者支援施設渓明園夏まつり

　（入会３年未満の会員対象） 訪問例会の為、変更

貴クラブが地域のニーズをしっかり把握 8/15 （火）⇒例会取消

し、工夫された方法で実践することによ 小矢部中RC 8/17 （木）⇒例会取消

り、より良い地域が誕生することを願っ 東となみRC 8/2 （水）⇒お盆早朝例会の為、

ております。またＲＩ会長賞も十二分に 時間と場所を変更

手の届くところにあり、素晴らしい活動 8/16 （水）⇒例会取消

をされることと確信しております。 8/30 （水）⇒例会取消

　本日は貴重な時間を頂きガバナー補佐

として、十分役目を果たせたかは甚だ疑 ※卓話の方は『テーマ』を　3週間前迄に　事務局へ
問ではありますが、貴クラブで卓話させ ご連絡願います。配布書類・プロジェクター等必要な
て頂いたことに感謝して、メンバーの方 場合も、ご連絡をお願いします。

々の御多幸と御活躍を祈念して終りと致 ※卓話を依頼される場合は、3週間前までに卓話者の
します。 経歴・演題を事務局までお知らせ下さい。
ご清聴有難うございました。 　　　　　　　事務局　Ｔel　32-2610　Ｆax　32-6481　まで

【各RC例会変更】メイクアップにどうぞ

【今後のプログラム】


