
 
 

 

 

 

 

        

 

    
 

 

                               
 
 

 
 

 
 

 
 

（2658 回） 

平成 30年 7月 27 日（金）           

司 会 本谷ＳＡＡ 
開 会 点 鐘 芝田会長 

ソ ン グ 斉 唱 「手に手つないで」 

四つのテスト唱和 宮田職業奉仕委員 

会 長 挨 拶 芝田会長  

ビジター紹介 石橋正好さん 太田尚典さん 

         林 攻さん (富山ＲＣ３名) 

         長江隆二さん(富山西ＲＣ)                     

幹 事 報 告 南幹事 

ニコボックス紹介 工藤親睦委員 

出 席 報 告 高道出席委員長（ ）はメークアップ 

 

 

    

ロータリー財団ベネファクター表彰 

澤田悦守さん 

誕生日のお祝い 

鈴木保二さん 8/2 

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 7/27 34(3)55 61.82％ 

 例会修正 7/13 42(9)55 76.36％ 

 

＊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 8月 1 ドル 112 円 

          

 

＊本日の予定＊(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」     
 

 

 
  

 

 
＊次回の予定＊(８月１０日(金)) 
◆卓話 (公財)日本サッカー協会 参与 
     ＪＦＡこころのプロジェクト 顧問 

      手嶋 秀人 氏 
演題：「夢があるから強くなる 

～社会貢献におけるスポーツ団体の使命～」 

 
       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２６５９例会 Toyama South Rotary Club Weekly            H30．8．3  №5 

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 

        8月例会プログラム 
8月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：「夢があるから強くなる     
   ～社会貢献におけるスポーツ団体の使命～」 
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  

 

 

 

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。 

         

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  

  

澤田悦守さん 

ベネファクターの記章と認証状が贈呈され、今
年度の地区目標である各クラブ一人以上の恒
久基金への寄付に貢献されました。 

「国際ロータリー第 2610 地区 

      2018-2019 地区大会」ＰＲキャラバン 

  太田尚典 氏  林 攻 氏 （富山ＲＣ） 

        ホスト：富山ロータリークラブ 
        より太田氏、林氏にお越しいた 
        だき今年度地区大会の特色や大 

        会登録の説明などしていただき 
ました。ありがとうございました。 

         

  
 

平成３０年度 

ふるさと富山美化大作戦 

  

   
 

 



 

 

 

（７月２７日 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 

       （国際ロータリー2610地区 

2018-2019年度 地区副幹事）  

              

 

                 演題：『 おしえてロータリー 』 

 

   【卓話要旨】 

  

Ⅰ. 国際ロータリーと各クラブを結ぶ管理上の機構が「地区」 

   日本は３ゾーン３４の地区に区分される 

   当地区“第２６１０地区”とは全世界共通の番号 

   東京の第２７５０地区には富山南ＲＣの友好クラブである那覇南ＲＣも含まれる 

 Ⅱ. 当地区 第２６１０地区は６４クラブ 富山４分区 石川５分区 

   富山３１クラブ 石川３３クラブ 合計会員数およそ２６００名 

   富山第二分区１０クラブ 合計会員数およそ５６０名 

   富山でのクラブができた順番 ①富山ＲＣ②高岡ＲＣ③魚津ＲＣ④砺波ＲＣ 

   ⑤富山南ＲＣ１９６３年設立 

   当クラブは歴史のあるクラブであり、今年は５５周年 

 Ⅲ. 当クラブは青少年交換の実績では派遣、受け入れ共に富山県で一番の実績を持つ 

   近年は派遣、受け入れも少なくなっているのも現状 

 Ⅳ. 例会の出席について 

① 国際ロータリーの規約も年々、緩やかなる傾向 

② 出席率を向上させるには各自が高い意識を持ち、サインメークアップなど活用する 

③ 久しく例会に来ていない方に対しての出席を促す 

Ⅴ. 地区のロータリー財団委員会に在籍していた際、地区の３０ぐらいのクラブでロータリー

財団にまつわる卓話をさせていただきました。各クラブで例会の進め方は様々であり、開

会点鐘後にお互いに握手をするなど、そのクラブの持つ特色があります。 

まずは見識を広げるためにも、富山第二分区のクラブにたまにサインメークアップに行っ

てみてはいかがですか。 

 Ⅵ. 「おしえてロータリー」はロータリーとは何か、わかりやすく説明されています。 

   ぜひ、ご覧ください。 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「おしえてロータリー」アニメ 

公共のイメージ向上を目的に、 

2016 年に制作されました。ロー

タリアンの皆様にお役立ていた

だければ幸いです。 

国際ロータリー第 2670 地区 

2016-2017 ガバナー事務所制作 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

ニコＢＯＸ 

 
有限会社 フレックス 

代表取締役  藤井 幹雄 
       （ 内  装  業 ） 

富山市黒瀬 624-19     ☎491-9301 
             Fax491-9302 

 

 

株式会社 鈴木一級建築事務所 
代表取締役  鈴木 保二 

       （ 設計・管理 ） 

富山市長柄町 2 丁目 1-21  ☎421-9118 
             Fax424-7454 
 

 

会会会員員員企企企業業業紹紹紹介介介 

 

８月のお食事メニュー 

8 月 3 日  

付出 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 

17 日 

付出 夏野菜かき揚げと海老天ぷら 煮

物饅頭 フルーツ 食事 

  24 日 

コーンスープ 真鯛のポワレと手長海老

の香草パン粉焼 パプリカ風味のブール

ブラン サラダ  

ビアンコマンジャーレとライムの 

ソルベ パン     
  

本日は貴重なお時間を拝借し、ありがとうございました。 
地区大会のご参加、ご登録よろしくお願いいたします。 
                ホスト 富山ロータリークラブ様 
黒川さん、卓話ありがとうございます。       芝田 実さん 
黒川さん、卓話楽しみにしています。        南 昌樹さん 
誕生日祝い感謝。妻は大喜びでプロの写真館へ走りました。 
                         寺林 征さん 
久々に卓話します。                黒川伸一さん 
１００％出席表彰をいただきありがとうございます。長谷川 靖さん 
誕生日祝いをいただいて              津島久和さん 
黒川さんの卓話、楽しみです。           山本 肇さん 
気がついたら７年間、皆出席でした。 
          ありがとうございました。   赤瀬弘行さん 
早退します。                   松永 豊さん 
黒川さん、スピーチ楽しみにしてます。       稲垣耕人さん 
早退させていただきます。             宇田正孝さん 

    2018-2019 年 7 月 ニコボックス合計額 62,000 円 

 

国際ロータリー第２６１０地区 2018-2019 地区大会  

  

平成３０年７月豪雨被害義損金  
募金合計額３７，０００円でした。７月３０日
にガバナー事務所に送金いたしました。ご協力 
いただきありがとうございました。 

 

 


