
 
 

 

 

 

 

        

 

    
 

 

                               
 
 
 
 
 
 
 

 

（2657回） 

平成30年7月20日（金）           

司 会 本谷ＳＡＡ 

開 会 点 鐘 芝田会長 

ソ ン グ 斉 唱 「それでこそロータリー」 

四つのテスト唱和 本谷ＳＡＡ 

会 長 挨 拶 芝田会長  

ビジター紹介                    

幹 事 報 告 南幹事 

ニコボックス紹介 親睦委員会 

出 席 報 告 高道出席委員長（ ）はメークアップ 

 

 

    

出席優秀会員表彰  藤谷弦一郎さん８年 

赤瀬弘行さん  ７年 牧野健一さん３年 

長谷川 靖さん１年 工藤 治さん１年 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

新 任 挨 拶 理事・役員・委員長 

閉 会 点 鐘  芝田会長                           

 

 

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：富山市桜橋通り 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 
事務局携帯：090‐2375‐1963 URL：http://www.toyama373.org/   事務局執務時間 9：30～16：30     

  当  日 7/20 34(1)55 61.82％ 

 例会修正 7/6 35(4)55 63.64％ 

 

＊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 110 円 

          

 

＊本日の予定＊(７月２７日(金)) 

◆会員卓話 

  株式会社 黒川製作所 

  代表取締役社長 黒川伸一 氏 

演題：「おしえてロータリー」 
     
 

 

 
  

 

 
＊次回の予定＊(８月３日(金)) 
◇定例理事・役員会 12：00 ～ 
◆卓話 有限会社 アイホーム 
     代表取締役 高橋 功 氏 
演題：「昔の指導者のあり方 
       今の指導者のあり方」 

 

 

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２６５８例会 Toyama South Rotary Club Weekly            H30．7．27  №4 

創立／1963(昭38)12.20 承認／1964(昭39)6.24  会長／芝田 実  幹事／南 昌樹  会報委員長／鈴木 聡 

  

 

 

 

 

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

 

２０１８－２０１９年度 ＲＩテーマ  

「ロータリー：インスピレーションになろう」 
 ROTARY：BE  THE  INSPIRATION 
 

２０１８－２０１９ 

暑さに負けずにがんばりましょう      芝田  実さん 
理事・役員・委員長の皆様、よろしくお願いします  

南  昌樹さん 
妻の誕生祝いをいただいて         押上秀平さん 
例会出席１００％８年続きました 

なんとか１０年がんばります！  藤谷弦一郎さん 
妻の誕生祝をいただいて          山竹 修さん 
３年、皆出席できました。         牧野健一さん 
出席表彰ありがとうございます 

本年度もがんばります    工藤 治さん 

ご協力いただきありがとうございました ニコＢＯＸ 

        8月例会プログラム 
8月3日(金) 定例理事・役員会  

卓話  有限会社 アイホーム    
代表取締役 高橋 功 氏   

       演題：「指導者のあり方」  
10日(金)  

卓話 ＪＦＡ日本サッカー協会 参与 
ＪＦＡこころのプロジェックト顧問  

手嶋 秀人 氏      
演題(仮)：ＪＦＡの事業について     

(ワールドカップ話) 
17日(金) ガバナー補佐訪問 
               澤田悦守ガバナー補佐 
24日(金) ガバナー公式訪問 
        若林啓介ガバナー 

 
31日(金) クラブ指定休日  

 

 

 

◆ クラブアッセンブリー開催 ◆ 

日時：8月17日(金) 

      AM11：30 ～ 12：30  

場所：富山電気ビル４階７号室 

 澤田悦守ガバナー補佐をお招きして 

  

 

 

誕生日のお祝い 

本谷博幸さん  7/23 

市田貴和子さん 7/20 

寺林美智子さん 7/22 

 

本日のお食事メニュー 

7月 27日 
カレーバイキング 

※12時から 

召し上がれます  



 

 

（７月 20日） 

 

 

 

 

  

                      

                     

     

 

 

 

 

 

                                                         

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

日  程 平成 30年 8月 19日(日) 小雨決行  

集合時間 午前 6 時 45 分 

集合場所 富山市役所  

南側 光の広場 

         (清掃活動後、解散) 

         ※軍手・ゴミ袋は配布します。 

         

平成３０年度 
ふるさと富山美化大作戦 

2018-2019 年度 富山南ロータリークラブ  

理事・役員・委員長 新任挨拶 
                 
 
 

８月のお食事メニュー 
8 月 3 日  

付出し 牛冷シャブ 水物 食事 

10 日 
     洋食バイキング 

※12 時から召し上がれます。  

人物
ひ と

 ご紹介 

  理事 

       

クラブ奉仕担当 

      理事 山竹 修さん 
       
 
今年度、クラブ奉仕担当理事を 
仰せつかった山竹です。富山南 
ＲＣに入会して６年目になりま
す。仕事の内容は１００％理解 
しているわけではありません
が、今後の活動を会長・幹事・
委員長と相談しながら、皆さん
にとって楽しいロータリー活動
になるよう努力してまいりま
す。各担当の委員長にはお世話
になると思いますので、先にお
礼を言っておきます。(笑)        

             社会奉仕担当 

       理事 小林雅樹さん 
        
       昨年 10 月に転勤で黒 

        部から富山に戻って 

      参りました。例会にもな
るべく出席したいと思います。絵本を
届ける運動やふるさと富山美化大作戦
など、委員長をフォローし、またはじ
めて理事をさせていただきますので、
皆様のお役に立てるよう行動します。 

        
 
    

      青少年奉仕・ 
      新世代担当 理事 
      藤谷弦一郎さん 
       

仕事の内容はこれ 
      から勉強していこ
うと思っています。国際奉仕の 
仕事とかぶるところがあるので 
吉田理事と連携しながら、一年
間がんばっていきたいと思って
います。宜しくお願い致します。 

      国際奉仕担当 

      理事 吉田繁之さん 
       
       国際青少年交換 
       ロータリー財団 
       米山記念奨学会 
の委員長を補佐しながら理事の 
仕事を全うしたいと思います。 
１年間どうぞ宜しくお願い致し
ます。 
 

                  会長エレクト 黒川伸一さん 

        やっと会長エレクトになりました、黒川です。 

        一年間どうぞよろしくお願いいたします。 

         
 

新風を吹き込む 

 

 

  

         監査 

       山地 清さん 
       
       芝田会長が会長 
       挨拶の中でロー

タリーの歴史を 
話され大変参考になってます。 
南ロータリーの皆さんは気軽 
に話せる間柄ですので、監査 
として意見を述べてクラブを 
より良いものにしていきます。       

 

人物
ひ と

 ご紹介 

   役員 
 

            会計 古野克彦さん 

       会計を担当させていただきます古野です。 

       会計は財布をしっかり締めていくのが仕事ですの 

       で、皆さん宜しくお願い致します。 

 

 

 

  

 
株式会社 北陸総合建設 
代表取締役    押田 通 

（ 建 設 請 負 業 ） 

富山市掛尾町 230-1       ☎491-1491 
               Fax 492-5851 

 

 

ファインテック株式会社 
代表取締役    鈴木 聡 

     （ 金 属 加 工 業 ） 

富山市八尾町薄島 73    ☎455-2624 
             Fax455-2621 
 

 

会会会員員員企企企業業業紹紹紹介介介 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

人物
ひ と

 ご紹介 

  委員長 

        ロータリー情報委員長 
          草野 繁さん         

      ロータリー情報委員長は、会長経験 
      者が順にしており、来年は山地さん 
      ということになります。７月２９日 
には小矢部で地区の委員長会議がありますので、 
参加するつもりです。今年度、芝田会長・南幹事 
にはクラブをしっかり運営していただき、ロータ
リーの歴史も良いのですが、新しく先に進み、そ
して顧みることも必要かと思います。 
 
 
 

        親睦委員長 牧野健一さん 

      親睦委員の仕事は懇親会などの企画・ 
      運営などがメインと考えていましたが、 
      本来の仕事は別にあるのではないかと 
      思うようになりました。親睦委員会は 
入会年数が浅いメンバーで構成されており、先人の 
委員長たちが作成されたマニュアルや気配りによっ
て新入会員が、クラブメンバーに早く溶け込めるよう 
に努力をすることが、委員長としての第一の仕事では
ないかと思いました。また、懇親会はクラブメンバー
がより親しくなるイベントとして考えています。親睦
委員会を温かく見守って頂きますようお願いします。        プログラム・出席委員長 

          高道一栄さん 

      早い段階からプログラム委員会の 
      仕事を始め、上期についてはほぼ 
      決まっております。基本的に、皆 
      さんとって卓話の時間が退屈なも
のにならないように、知って良かった、見識が広
がったと思ってもらえるような企画にしていま
す。上期はスポーツにまつわる卓話で構成しまし
た。世代を問わず共感していただけるような卓話
にして、出席率向上に貢献したいと思います。 

        社会奉仕・環境保全委員長 
           山本 肇さん  
       

       本日早起きして、原稿を作って参 

       りました。ロータリークラブ・ロ 

       －タリアンとして社会奉仕は非常 

に重要なことだと思います。地域に根づいたロー

タリークラブを目指すためには、その地域の方々

の生活の質を高める必要があるのではないでしょ

うか。今年度は地域におけるロータリークラブの 

役割を見出すため、様々な取り組み社会奉仕を、 

実践していきたいと思います。 

 

       米山記念 
      奨学会委員長 
      島林佳一さん 
 
 

委員長就任にあたり、米山記
念奨学会の目的を、今一度調
べてみました。ロータリーの
理想とする国際理解と相互
理解に努め、国際親善と交流
を深めるために、優秀な留学
生を支援し、国際平和の創造
と維持に、貢献することを目
的とする。 
これを機会に勉強しながら
一年間頑張りますので、宜し
くお願いいたします。 

 

         友好クラブ推進委員長 
           中条佳市さん 

      委員長就任はたぶんこれで４回目ぐら 
      いかと思います。(笑) 那覇南ＲＣと 
      高松南ＲＣとの友好を繋いでいくため 
      にも両クラブへの訪問時には、若い世代
の方の参加をお願いいたします。 
一年間よろしくお願いいたします。 
 
 

        ＳＡＡ 本谷博幸さん  

        ＳＡＡ就任に当たって 

       親睦委員長に引き続き大役を仰せ

つかることになりました。ロータリ 

―においては伝統ある会の気品と風紀を守り、速や 

かなる運営を心がけなければなりません。大変な重 

責で私のような若輩者に務まるかどうかわかりま 

せんが、昨年度の基調な経験を糧として挑戦します      

      会報・雑誌・広報委員長 
         鈴木 聡さん 
 
 
 

今年度、広報委員長を仰せつかった鈴木

です。まだ入会して日が浅く、右も左も

わかりませんが芝田会長、南幹事、山竹 

理事にはご迷惑をかけるかと思います

が、１年間精一杯頑張りますので宜しく 

お願いいたします。 

       国際青少年委員長 稲垣耕人さん 

       親睦委員をやりながら国際青少年 

       委員長もやらせていただきます。 

       富山南ＲＣは青少年交換の実績は 

富山県で一番の実績を持つクラブです。かって私も 

その一人でした。現在、高校生の交換学生は途切れ 

ておりますが、またこれからも皆さんと共に盛り上 

げていけますように努力いたします。 

 

地区大会ＰＲキャラバン隊が訪問されます 

    ７月２７日（金）例会時 

「国際ロータリー第 2610 地区 

        2018-2019 地区大会」ＰＲ 

和衷共済 

  

 

 

 

 

 

    

 

編集ＭＥＭＯ 皆様の一言一言にはロータリアン

としての誇り、そしてクラブを大切にする思いが

ありました。カメラ目線ありがとうございました。 

 


