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「夢をかたちに」 

(李東建会長) 
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                例  会  記  録（2 週分）        

①１４７８回例会 
平成２１年 6 月１7 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．ゲスト…次年度から、事務局担当：松村真弓さん（ふ

くみつ光房） 

４．ビジター・ゲスト…渡辺秀一氏（南砺ＲＣ：ふくみつ

光房専務） 

５．会長の時間…「梅雨の時期です。東京で集中豪雨とい

うことですが、ここでも昨年のこともあり要注意です。

渡辺さん、松村さんようこそ。皆さんにご報告します

が、真田さんは、6 月 30 日を持って退職されます。

この 6 月に入ってからの会長としての仕事を報告し

ます。6 日に新旧会長幹事会、7 日にクリーン大作戦

で、総勢 230－240 名の参加があり、200 用意したパ

ンがなくなりました。13 日には、富山大手町ＲＣの

加盟認証式・チャーターナイトが国際会議場であり、

知事や市長の祝辞やアトラクションで、懐かしいボニ

ージャックスの歌を聴いてきました。それから、会長

宛に、池田ガバナー補佐より、礼状と、先日の国際親

善奨学生に合格された、楠本さんより礼状を頂きまし

た。」 

６．幹事報告…「①氷見ＲＣより、40 周年記念式典出席

のお礼状が来ております。②高柳ガバナーより礼状が

来ております。」 

７．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％。)  

８．ニコニコ BOX(高瀬幹事：本日 9 名 20,000 円) 

 小西会長：ゲストのお二方、ようこそ。今年度もわずか。 

 高瀬幹事：今年度有難うございました。早退お詫び。 

横山豊介会員：県展大賞を受賞。 

 坂井会員：渡辺さん、お久しぶりです。松村さん、次年

度よろしく。 

 河合会員①：小西年度もう少し。 

 河合会員②：30 周年盆栽リース料。ニコＢＯＸに寄付

します。  

 水島会員：早退お詫び。中学でこれから、職業セミナー

に講師で出かけます。 

 上田会員：遅刻お詫び。次週欠席します 

 山本会員：３０周年記念誌の 終校直前、感謝。渡辺様、

松村さん、ようこそ。 

荒木会員：梅雨、虫が多くなり、蜘蛛の巣があちこち。 

    (6 月計 25,000 円：年度累計 376,000 円) 

Ｃ．Ａ．「次年度の運営について」 
斉藤彰会長エレクト 

坂井彦就次期幹事：本日は、予定を変更し、次年度の運営

についてのＣ．Ａ．を行います。卓話予定の水島さんには、

お詫びいたします。本日は、次年度より、当クラブの事務

局をお願いすることになりました、ふくみつ光房の専務の

渡辺さんと、直接お世話をしていただく予定の事務局員の

松村さんにお越しいただきました。まずは渡辺さんから、
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ご挨拶を頂き、そのあと松村さんに自己紹介をしていただ

きます。 

 
渡辺秀一氏（ふくみつ光房専務；南砺ＲＣ会員）：本日は、

こういう機会を頂き光栄です。ふくみつ光房は、平成 14

年に、旧福光ショッピングセンター・ベル（福光会館）の

再開発を目指し、ＴＭＯ（町づくり会社）を設立されまし

た。福光会館の指定管理者として、いろんな業務を行って

きました。南砺ＲＣの事務をしていた福光商工会もその中 

に入っていましたが、南砺市商工会として合併のため、南

砺ＲＣは昨年 7 月より、事務局をふくみつ光房に委託契約

することになりました。そんな中、今度井波庄川ＲＣさん

から、同じ仕事なら、経費節減もあり、事務局を兼ねてで

きるのではと、相談があり、お受けする事になりました。

宜しくお願いいたします。 

 
松村真弓さん：初めまして。次年度より、事務局をさせて

いただきます。何分不慣れですので、宜しくご指導を賜り

ますよう、お願いいたします。子供が小さく、夜間例会以

外での業務を承ります。 

 

斉藤会長エレクト：今まで時間が制約され、会員の皆様に

お話をする機会がなく、本日まで来てしまい大変申し訳な

く思っております。小西会長、高瀬幹事、今年 1 年本当に

ご苦労様でした。 

30 周年の歴史の井波庄川ＲＣですが、「賢者は歴史に学

び、愚者は経験に学ぶ」といわれます。次年度から、今後

どのように進むか、歴史に学んで行かなければなりません

が、環境問題などいろんな難しい対応もあり、それらに順

応する柔軟な姿勢も必要とされます。次年度の会長ターゲ

ットは「ロータリーを学ぼう」としましたが、今がどうい

うときか、その都度、何が求められるか、会員の皆様と考

えていきたいと思います。 

次年度の役員はプリントの通りですが、活動を行うにあ

たり、会員増強と社会奉仕を重点に、役員数を多くしまし

た。また、事情もあり、河合さんにはやむを得ずＳＡＡに

復帰していただきました。それから、真田さんには 6 月

30 日を持って退任される事になりました。 

来週、24 日は午後 6 時から、東山荘で、小西年度の慰

労会を開催しますので、多数お集まり下さい。 

小西会長：本来なら浅田会員が会計報告をする予定ですが、

所要で欠席のため、私が代理をいたします。会計は駆り決

算ですが、30 周年記念事業で使い、ニコＢＯＸは 0 円と

なり、次年度繰越額も約 10 万円となりそうです。大変心

苦しいのですが、危機感を持って次年度を迎えてほしいも

のです。 

坂井彦就次期幹事：次年度幹事ということですが、自分自

身、ロータリーについて余りにも知らなさ過ぎます。小西

会長も言われましたが、緊縮財政という次年度ですが、そ

の前に規律を守ることも必要です。まず「時間を守る」「携 
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帯電話のマナー」そして、食事です。例会の食事が贅沢す

ぎです。弁当なら 1 食 500 円でも可能で、それだけでも

年間 40 万円の節約が出来ます。また、「マイ箸」を進め、

忘れたら、100 円で買うことも提案します。そして、いい

ロータリーにして、進んで入ってもらえるようにしたいと

思います。40 周年にむけて・・・。 

河合次期ＳＡＡ：井波庄川ＲＣが、入れてあげるＲＣにし

ましょう。1 年間、粗食の年にしましょう。自慢のできる

ＲＣにしましょう。皆さんからの提案をお待ちします。ど

こかで節約し、ニコＢＯＸに。嬉しい事は倍に、悲しい事

は半分に、ニコＢＯＸ年間 80 万を目指して。 

 
②1４７９回例会（年度 終例会） 
平成２１年 6 月２4 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： 三吉外男君（南砺ＲＣ） 

 
４．会長の時間…「本日は例会が待ち遠しく、こんな事は

今までありませんでした。1 年間無事務められたことを感

謝申し上げます。本日は志ようずさんの 後の食事です。

思えば 1 年いろいろありました。そうめんを頂いたお盆早

朝例会、遣り残した事が多く反省しております。山本会報

委員長には 40 回余りの発行ほんとに有難う御座いました。

木村Ｒ情報委員長の寄稿は、井波庄川ＲＣが進むべき道を

説かれました。会長ターゲットは、『広げよう 人の輪 友

の和』でしたが、会員は減り、努力の不足を反省しており

ます。今年は、当クラブの 30 周年でしたが、高岡万葉 20

周年、氷見 40 周年、大手町チヤターナイトと対外的には

イベントが多く、外交では交流を深めるという成果があっ

たとも思います。内政では、至らぬことがいっぱいで、次

年度斉藤エレクトには、社会情勢に合わせた変革を期待し

ます。ぬるま湯につかった状況から脱却することで、坂井

次期幹事にも期待をしております。 

 さて、1 年間、高瀬幹事には、いろんなことがあり、感

謝しております。また、真田さんには、ずっと事務局を差

支えていただき感謝申し上げます。」 

 
５．幹事報告…「①富山大手町ＲＣより、認証状伝達式二

参加していただき感謝します。②2010－11 年度ガバ

ナーノミニーに、氷見ＲＣの崎山武夫氏が推薦され、

指名委員会で全会一致で決定されました。③30 周年

記念式典の会計が、記念誌の支払いで完了します。」 

６．委員会報告…①出席委員長(代理：会員 23 名中 9 名出

席、出席免除者 7 名あり内 2 名出席、調整後、16 名

中 9 名出席で、50.00％。)  

７．ニコニコ BOX(代理高瀬幹事：本日 9 名 18,000 円) 

 小西会長： 終例会、1 年間有難う御座いました。次期

斉藤会長に一生懸命協力させて頂きます。 

 高瀬幹事：1 年間有難う御座いました。 
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 河合会員：小西会長・高瀬幹事 1 年お疲れ様でした。 

 三谷会員：小西会長・高瀬幹事 1 年お疲れ様でした。 

 山本会員：小西会長・高瀬幹事 1 年お疲れ様でした。記

念誌、年度内発行できそうです。 

 斉藤エレクト：小西会長・高瀬幹事 1 年お疲れ様でした。

あと、荷が重いですが、頑張ります。 

 坂井会員：小西会長・高瀬幹事 1 年お疲れ様でした。 

 三吉外男氏：30 周年折角お誘い受けたのに欠席で、お

詫びします。お見舞いに感謝します。 

    (6 月計 43,000 円：年度累計 337,000 円) 

 
Ｃ．Ａ．「年度 終例会」 
小西会長：本来なら浅田会員が会計報告をする予定ですが、

所要で欠席のため、高瀬幹事が代理をいたします。また、

本日は、夜懇親会が予定されており、前回の例会で、連絡

が不十分で、昼の例会が変更になったと思われた方が多く、

欠席の多い例会になってしまいました。 

高瀬幹事：収支決算書（資料あり）を読み上げます。収入、

決算額、6,125,838 円で、次年度繰越金となる､予備費が

87,437 円で、支出計決算額、6,125,838 円となります。（内

容略） 
小西会長：当初、26 名のスタートでしたが、藤井秀弘会

員、斉藤清策会員、宮崎雅司会員の退会があり、村松会員

には、病気のため、月 5,000 円で、休会扱いとして会計処

理をしてきました。菊林・長谷川会員には、金融機関との

処理が上手くいかず未入金になっていました。次年度に向

けて、そのあたりも円滑に行われていくものと期待してお

ります。 

 また、年度当初は、活動計画書の印刷費の支払いが、会

費納入前であるため、ニコＢＯＸからの一時立替払いもあ

り、そのあたりの処理を上手く行ってほしいと思います。 

 以上、一年ご協力を頂き、有難う御座いました。 

 

 

 

 

 

 

【編集後記】 早いもので、1 年経ってしまいました。経

費節減を、どういう形で行えるか、会報・ＩＴ委員長と

して何が出来るか、1 年前に考えてみました。 

 会報の発行は、好きなときに見てもらえるＨＰに貼り

付けるので、いいのではないか？ 公の会報なので、Ｐ

ＤＦファイルにして置かなければならないのでは？ メ

ーリングに、発行時に添付するだけで、堪忍してもらえ

るだろうか？ ＰＤＦファイルを開いて、読めるか？

メールのない人、メールを見ない人のことは？ いろい

ろ考えました。 

 そこで、一応、Ｗｏｒｄファイルと、ＰＤＦファイル

と両方をメールに添付しよう、ＨＰに貼り付けるのは、

ＰＤＦファイルだけにしよう、と決めて、会報作成にか

かりました。 

 前半は、自分の仕事も、ＨＰ管理の方も割りあい時間

がありましたが、30 周年記念事業が始まりだしてからは、

思うように会報発行が行かず、2 号まとめての事も多くな

りました。1 年間、やり遂げるのが 低の仕事で、途中ム

ラがあるのは、寛容の精神で勘弁してもらおうと思って

いました。 

ちょうど、記念式典の前後から、今年 11 月に行われる

第 33 回むし歯予防全国大会 in 富山の準備が入りだして、

忙しくなってきました。記念誌の発行もあり、こちらも

いい加減なことも出来ないし、一時期パニックになりか

かっていました。しかし、なるようにしかならないし、

やれる範囲でやろうと、半ば開き直り、ようやく、ここ

まで来ました。 

まさに、年度末 6 月 30 日発行の 終号が、今 30 日午

後 11 時、ここに出来上がりました。そして、横には、終

わったら飲もうと決めていました、缶ビール 1 本。 

( ^_^)／□☆□＼(^_^ )カンパーイ! 

これから、メールで送信し、ＨＰに貼り付けます。 

ただし小西年度のページですから、お間違えなく。 

                   (山本武夫) 
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