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２００８－０９年度 RI テーマ 

 
「夢をかたちに」 

(李東建会長) 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

                例  会  記  録（2 週分）        

①1４６５回例会（PETS 報告） 
平成２１年 3 月１８日(水) 井波文化センター  
１．点鐘 小西会長 

２．ソング「我等の生業」 

３．会長の時間…「この前の風は強かったですね。あちこ

ち、瞬間風速４２ｍ/秒ぐらいでなかったでしょうか。

大人も歩けないくらいでした。富山県では、アカデミ

ー賞の滝田洋二郎監督ブームですが、帰郷して、次の

作品が釣りキチ三平だそうです。また、『剱岳 点の

記』も 6 月から上映だそうです。映画ファンとしては

楽しみです。それから、WBC では、侍ジャパンの戦

いぶりに熱いです。」 

４．幹事報告…「①砺波ＲＣからチューリップ例会の案内

が来ています。４月２６日(日)で、参加希望される方

は事務局まで申し込みを。②国際親善文化交換留学生

に当クラブの推薦を受けたいと応募がありました。旧

井波町軸屋の出身の吉田育恵さんで、現在東京在住。

砺波高･奈良女子大･東大大学院博士課程の経歴があ

り、面談の上、、ガバナー事務所に書類を提出します。

③氷見 RC 創立 40 周年記念式典が、5 月 24 日にあり

ます。会長幹事で出席予定です。」 

５．委員会報告…①出席委員長(代理：会員 24 名中 16 名

出席、出席免除者 7 名あり内 5 名出席、調整後、22

名中 16 名出席で、72.73％。)  

６．ニコニコ BOX(高瀬幹事：本日 3 名 3,000 円) 

 横山豊介会員：20 日、白寿観音の除幕式があります。 

 三角会員：内孫が、明日満 1 歳になります。 

 坂井会員：結婚祝、お礼。欠席続き、お詫び。30 周年

祝賀会、準備お礼。 

    (3 月計 19,000 円：年度累計 299,000 円) 

Ｃ．Ａ．「PETS 報告」斉藤彰会長エレクト 
斉藤会長エレクト：この日曜日(１５日)金沢エクセルホテ

ル東急で、会長エレクト研修セミナー（Presidents Elect 

Training Seminar：PETS） が開催され、出席しました

ので、簡単に報告します。 

次年度：2009－2010 年度 RI 会長は、ジョン･ケニー氏

で、スコットランドのグランジマウス RC の所属です。

RIテーマは、『The Future of Rotary Is In Your Hands ロ

ータリーの未来はあなたの手の中に』です。 

国際ロータリー第 2610 地区の 2009－2010 年度ガバナ

ーは、中川可能作氏で、金沢香林坊 RC の所属です。現中

川ガバナーエレクトは、地区運営方針を、『Polish yourself 

with joy 楽しみながら人間を磨く』とし、100 年に 1 度

という未曾有の危機に、今こそロータリアンがしっかりす

べきですと、言われ、無理の無い活動が大事であると、2

つの改革を挙げられました。1 つは人頭分担金を 17000

円から 15000 円に引き下げる事、もう一つは、何かと出

費の多い IMの開催を今年は推奨しない、というものです。 

ところで、富山第 3 分区の次期ガバナー補佐は、山口秀

雄氏で、射水 RC の方です。ガバナー補佐の事前訪問は、

7 月 8 日（水）で、夜間でなく 12:30 からの例会です。ま

た、ガバナーの公式訪問は、7 月 29 日（水）です。地区
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大会は、10 月３－4 日、金沢の音楽堂で開催されます。

以上、宜しくお願いします。 （山本記） 

 
②1４６６回例会（ニコ BOX の日） 
平成２１年 3 月２５日(水) 井波文化センター  
１．点鐘 小西会長 

２．ソング「奉仕の理想」 

３．ビジター：大木修一君（南砺 RC） 

３．会長の時間…「大木さんようこそ。浅田会員、助田会

員も議会が終わり、ようやく顔を見せていただきまし

た。これから 30 周年の準備があり宜しくお願いしま

す。侍ジャパンが優勝し、興奮しました。北日本新聞

によると、山本会員の娘さんが氷見の剣道大会で 2

位になられ、男子の団体が優勝でした。おめでとうご

ざいます。本日、30 周年の準備で C．A．を行います。

来週は、第 1 回のリハーサルを実施します。」 

４．幹事報告…「①30 周年の式典の資料を作成しました。

後ほど話のたたき台にします。②来週は、『ふなとの

里』で食事をして、庄川ふれあいプラザに集合です。」 

５．委員会報告…①出席委員長(代理：会員 24 名中 15 名

出席、出席免除者 7 名あり内 5 名出席、調整後、22

名中 15 名出席で、68.18％。)  

６．ニコニコ BOX(助田 SAA：本日 15 名 23,000 円) 

 小西会長：週末、埼玉の孫の顔をみてきます。 

 高瀬幹事：30 周年近づいてきました。 

 横川会員：30 周年、いよいよ。成功目指しましょう。 

 河合会員：花見･嵐のシーズン。30 周年もうすぐです。 

 米道会員：しばらくぶりです。30 周年式典成功祈念。 

 三谷会員：南砺市の移動、息子が産業経済部長就任。 

 福嶋会員：桜の時期に寒の戻り、4 月 12 日まで待って。 

 山本会員：娘達、剣道活躍。記念誌の原稿のお願い。 

 木村会員：昨日、水記念公園で開花した桜発見、12 日？ 

 荒木会員：3 月は年度末で、忙しい時期です。 

 斉藤会員：早退、お詫び。 

 水島会員：ニコ BOX の日で。 

 浅田会員：久しぶりです。やっと 3 月議会終了。 

 横山幹会員：第 48 回現代工芸美術展に出展。 

 助田 SAA：長期欠席、お詫び。 

    (3 月計 39000 円：年度累計 319,000 円) 

Ｃ．Ａ．「30 周年記念事業」･･･２班で 
A 班（小西会長）･･･席順関係 
１．名簿の順番確認･･･プログラム見本 

２．式典･･･招待客の席順検討 

３．祝賀会･･･招待客の席順検討 

４．ネームプレート作成確認･･･事務局へ 

５．記念品･お土産用袋のシール作成確認･･･川那辺会員 

B 班（河合副会長）･･･式典･祝賀会 運営次第  
１．三楽園 

① 駐車場･会場案内：宮崎・荒木・シルバー人材３名 

② 受付･登録：三谷・米道・三角・川那辺・上田・長

谷川・・・・名札、式次第、写真座席表、ペットボ

トル、到着者チェック、車の有無確認 

③ 祝儀管理：高瀬 

④ 来賓対応：横山豊介・小西・斉藤・菊林 

⑤ 式典会場ご案内誘導：斉藤・長谷川・上田・川那辺 

⑥ 喫茶接待：福嶋・会員夫人（横山･横山･三角・小西・

川那辺）・・・・傘；福嶋、傘立て；助田、竹飾り；

河合・・・・干菓子５０人前、抹茶５０人前、BGM；

鳥の声、掛軸･美術品展示 

⑦ 記録写真：指示；山本 カメラ；細川写真館 

２．式典会場（庄川ふれあいプラザ） 

① ホール入口、生花；助田 

② 会場案内・控え室接待；横山･小西 

③ 司会：坂井 SAA タスキ・・・式次第とシナリオ 

④ 記念撮影：プリントした座席表を全員に渡す（祝賀

会席表を参考に作成；小西）、アルミ台セッティン

グ（河合・上田・山本・斉藤・荒木・三角） 

３．駐車場：除幕式 正面右（横山・小西・三谷）・・・

白手袋４、白布４ｍ、紅白縄 ４m？  

４．祝賀会場：会場座席案内係；小西･菊林・長谷川 

５．お帰り：タクシー代行：となみ観光交通、サクラ交通 

【編集後記】 いよいよ、３０周年記念式典まで、１０

日余りとなってきました。参加者名簿や役割分担もでき

つつあり、リハーサルをする準備も整いつつあります。

みんなで力を合わせて成功させましょう。 

 今年度初めてのニコ BOX の日、ご協力を感謝します。 

                    (山本武夫) 
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