
 

 

 

 

 

 
        

 

    
 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 

 

（2671回） 

平成30年11月 2日（金）           

司 会 本谷ＳＡＡ  

開 会 点 鐘 芝田会長 

ソ ン グ 斉 唱 「君が代」「奉仕の理想」 
四つのテスト唱和 山崎職業奉仕委員長 

会 長 挨 拶 芝田会長  

ゲ ス ト 紹 介 株式会社 桐井製作所 

金沢営業所 所長 平野貴士 氏                                    

ビジター紹介 中野和幸さん(富山西ＲＣ) 

幹 事 報 告 南幹事     

ニコボックス紹介 牧野親睦委員長  

出 席 報 告 本谷ＳＡＡ（ ）はメークアップ  

 

 

    
結婚記念日のお祝い 寺林 征さん11/2 

高島弘毅さん11/3 鈴木 聡さん11/3 松永 豊さん11/8 

卓 話 株式会社 桐井製作所 
金沢営業所 所長 平野貴士 氏          

演題：「ＪＡＣＣＡについて」 

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 
携帯：090‐2375‐1963 URL：http://www.toyama373.org/   事務局執務時間 9：30～16：30

  当  日 11/2 30(5)56 53.57％ 

 例会修正 10/19 40(10)56 71.43％ 

 

＊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 11月 1ドル 112 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  № 

第２６７２例会 Toyama South Rotary Club Weekly            H30．11．9  №18 

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 

11 月はロータリー財団月間です 

＊本日の予定＊(１１月９日(金) )  

創立５５周年 

記念例会および懇親会 

◆運営打ち合わせ 

 当日スケジュール・各担当(詳細) 

 

 

   

 

地区大会ご参加のお礼 富山ロータリークラブ様

富山ＲＣより川合会長様・稲垣幹事様が 

当クラブにお見えになられました。 

  ありがとうございました。  

あと２週間です。５５周年宜しく。芝田 実さん 

平野様、卓話宜しくお願いします。南 昌樹さん               

結婚記念日のお祝いを頂いて    草野寛行さん 

結婚記念日のお祝いを頂いて   古野克彦さん 

すみません、欠席します。    黒川伸一さん 

富山マラソン歩かずに完走できました。  

ありがとうございます！    藤谷弦一郎さん 

ニコボックス 10月合計額 ￥77,000 

7月～10月累計額 ￥273,000 

ご協力いただきありがとうございました。     

ニコボックス 

11月例会お食事メニュー  
 

9日 きのこのポタージュ サラダ パン  
麦や豚の網焼き葱風味 モンブラン 

   カシスソルベ 
 
16日  創立５５周年記念例会および懇親会 
 
23日  勤労感謝の日/クラブ指定休日 
 
30日 洋食バイキング 

       富山南ロータリークラブ 
創立５５周年記念例会および懇親会 

         ご案内  
◇と き 11月 16日(金)  

受  付 午後 6：00 ～ 

例  会 午後 6：30 ～ 

懇親会 午後 7：00 ～ 

◇ところ 富山電気ビル ５階 大ホール 

◇登録料 10,000円 

◆友好ロータリークラブ調印締結式 

◆第 50代～第 54代クラブ会長表彰式 

◆米山功労者表彰式 

～ アトラクション ～ 

越中五箇山麦屋節保存会様 
 



 

 

（11月 2日 卓話） 
 
      

株式会社 桐井製作所 金沢営業所 
            所長 平野貴士 氏 

  
演題：『 JACCA の活動について 』 

① JACCA 概要 

平成 11 年設立のコンストラクターズイノベーションを前身に、平成 20 年に「日本耐震天井施工協同

組合」へ改組しました。 

正式名称は日本耐震天井施工協同組合となりますが、英訳した Japan Aseismic Ceiling  

Constructors  Association の英単語の頭文字をとり通称 JACCA として活動しております。 

JACCA は天井耐震化の必要性を訴え、耐震天井の導入・普及を推進し安心・安全な空間を提供する事

が理念であり目的となり、事業に賛同していただいている組合員様と共に日々活動しております。 

○会員区分は大きく分けて４種類あります。 

１組合員：内装工事業者 

全国の内装工事業者北海道から沖縄まで全国に組合員がいます。 

２特別会員：スーパーゼネコンや大手設計事務所が入会しております。 

鹿島建設、大成建設、清水建設、竹中工務店、日建設計、久米設計、等々。 

３賛助会員：主に建築資材メーカー 

建材メーカー以外にも、JACCA の事業に賛同をいただける個人や法人が入会できるようになっており

ます。 

４天井耐震診断士会員：設計事務所、調査会社、ゼネコンなど。 

天井耐震診断業務に取り組むため、または JACCA 天井耐震診断士の資格を取得したいという方のた

めの会員区分です。 

各カテゴリー（区分）への入会ついては、事前審査・面談・ヒアリングの後、理事会にて承認を得る

ことになっています。 

② JACCA の主な活動 

JACCA は大きく分けると３つの活動を行っております。 

１：施工研修会・・・JACCA の基本事業です。内装下地は現場で施工技術者（職人）が組み立てるため、

その技術力で耐震性能に違いが出てしまうことがあります。JACCA 施工研修会では施工力の平準化を

図るために全国で 40 ヶ所以上、年間 70 回以上の研修会を開催しています。 

また、施工技術者が施工または現場監理をした案件については「耐震天井保証制度」が適用されます。

保証制度とは万が一地震で天井が脱落した場合、JACCA が無償で現状復旧します。と言うものです。

保証をご希望の場合は設計時点からご相談いただくことになりますので、詳しくは個別お問合せくだ

さい。 

２：JACCA 耐震セミナーの開催・・・耐震天井の啓蒙活動を目的としたもので、お施主様（建物の所有

者、管理者、占有者）を対象に自主企画・運営しています。 

昨年度は全国 17 ヶ所主要都市で開催し、1,500 名超の受講がありました。 

３：耐震天井設計講習会の開催・・・天井耐震診断業務のノウハウ、耐震天井の設計ノウハウを解説す

る講習となります。 

講習会の後、考査試験に合格すると「JACCA 天井耐震診断士」が付与されます。 

現在「JACCA 天井耐震診断士」は全国に 700 名超おりますが、近年診断に対する需要が高まっておま

だまだ足りないために新規受講者の募集に注力しています。 

私達は、以上の活動で地震被害から国民の生命・財産を守るため、地震に強い社会の実現を目指し日々

活動しております。当組合の活動を今後ともよろしくお願い致します。 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 
株式会社 浪速電機工業所 

代表取締役   草野 繁 

（ 電 気 工 事 ） 

富山市荒川 2-9-39   ☎  441-7676 

           Fax 441-7683 

 

 

株式会社  ユタカ産業 
代表取締役  土地豊隆 

（  石 油 製 品 販 売  ） 

富山市中野新町 2-3-5    ☎ 421-4617 

           Fax 421-7400 
 

 

会会会員員員企企企業業業紹紹紹介介介 

 

       今後の予定 

11月 16日(金) 

於：富山電気ビル 5Ｆ大ホール 

例会変更・夜間例会 

創立５５周年記念例会および懇親会 

  受付    18：00 ～ 

 記念例会 18：30 ～ 

  懇親会  19：00 ～ 

11月 23日(金)クラブ指定休日 
勤労感謝の日 

12月 ７ 日(金)年次総会 

12月 22日(土) 

於：富山電気ビル 5Ｆ大ホール 

例会変更・夜間例会 21日→22日 

クリスマス家族懇親会 

12月 28日(金)クラブ指定休日 

   

 

11月例会プログラム  
11 月 16 日(金) 例会変更・夜間例会 

 創立５５周年記念例会および懇親会 

23 日(金) 勤労感謝の日 クラブ指定休日 

30 日(金) 卓  話 浦田正吉 氏 

演題：「明治２年(1869)の新川郡 

ばんどり騒動あれこれ」 

 

サインメークアップ information 
                              

11/12(月)  富山シティーRC 富山第一ホテル     

11/19(月)  富山シティーRC 富山第一ホテル                     

※上記 RC サイン時間 9：30～13：30 

   ※出席率向上にご協力お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー第 2610地区 
2018-2019 地区大会 フォトギャラリー 

と き：10 月 27 日(土)・28 日(日) 

ところ：富山国際会議場 

 

  

 

  

  

ご要望に 
お応えし
て第２弾‼ 

11 月定例理事・役員会報告 
【議題】 

1 創立５５周年記念例会および懇親会・予算について                承認                   

2 クリスマス家族懇親会について                        承認                

3 会員候補者について・天井正人さん  推薦人 津島久和 会員          承認  

【報告事項】 

1   12 月例会プログラムについて 

 12 月 7 日(金) 定例理事・役員会  

会員卓話 株式会社しん証券さかもと 富山営業部 部長 稲垣耕人 氏 

14 日(金) 会員卓話 東武トップツアーズ株式会社 富山支店 営業部長 金尾公詳 氏 

22 日(土) 例会変更/夜間例会 21 日→22 日 クリスマス家族懇親会                 

28 日(金) クラブ指定休日          
2   富山第２分区共同事業「未来に繋ぐ小学生植樹体験事業」決算報告   
3  その他                              ※南幹事より報告                           

 

 

  


