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 RI 第２６１０地区   

 井波庄川ロータリークラブ会報 

     2010-2011 年度 No.２４ 

事務局 〒939-1635 富山県单砺市福光 7336-4 福光会館 3Ｆ 

ふくみつ光房内 TEL 0763-53-1333ＦＡＸ0763-53-1334、

INASHORC@athena.ocn.ne.jp 

2010-2011 年度 会長 山本武夫 、幹事 助田幸雄 

2010-2011 年度 RI テーマ 

   

「地球を育み、 

 大陸をつなぐ」 

(レイ・クリンギンスミス会長) 

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

例 会 記 録 

第１５５５回例会 

平成２３年１月１２日(水)  

   井波文化センターエイトホール 

１．点鐘 会長 

２．ソング 我等の生業 

３．月結婚記念：水島会員（17 日・欠席）、助田会員（17

日） 

 

４．月誕生日記念：荒木会員・上田会員（2 日） 

 

 

５．バースディ・ソング 

６．卓話：浅田裕二会員 

７．会長の時間：先週の新年祝賀会、多数の御出席有難う

ございました。あれから、やはり雪が降りました。９

日の土曜日、実家の谷の在所の「どんどやき」に久し

振りに最初から最後まで参加しました。実家の竹を大

小３０本ほど出しましたが、のこぎりで竹を切るのに、

息が切れてしまいました。結構な仕事ですね。 

 この時期、暖房で空気が乾きのどを痛めるので、年

末に富山のドンキホーテというなんでもありの店で、

最新式のヒーターと超音波のハイブリッド加湿器を

買ってきましたが、なかなか優れもので、のどの調子

がいいです。 

 当クラブの HP にアクセスカウンタを付けてみま

した。何人の人が、関心を持って頂けるか？ご覧くだ

さい。先週から、单砺ユネスコ協会設立の話があり、

幹事として加わってほしいという話が来ましたが、事
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務局から教えてもらい、手続要覧を見てみましたら、

ロータリークラブは、そういう団体に加わってはいけ

ないという項目がありました。協賛とか協力は構わな

いのでしょうが、継続的に所属する形はいけないのだ

そうで、勉強になりました。ユネスコのやっている書

き損じはがきの協力などは、もちろん続けることには

なります。さて、单砺 RC から、３クラブ合同例会の

話が来ましたが、これから高瀬年度に向かっていろい

ろ準備があります。皆さまのご協力をよろしくお願い

します。 

８．幹事報告：①今月のドル円レートは、１＄84 円です。

②先日のクリスマス家族例会の特別会費、徴収させて

頂きます。③单砺 RC より、3 クラブ合同例会を 2 月

22 日午後 6 時より、ふくみつ華山温泉で開催すると

案内がありました。参加をお願いします。 

９．委員会報告：①雑誌広報委員会（三谷委員長）：①ガ

バナーマンスリーレター今月号は、各 RC 会長の抱負

が掲載されています。②「ロータリーの友」先読み情

報です。横書き p.1 に RI 会長の「評価のとき」と題

して記事があります。…R 活動の評価をし、採点して、

会長賞を目指して下さいとあります。P.13 から、「R

思い出の写真館」昔の写真が掲載されています。…わ

かるものでは、大阪ドームでの 2004 年国際大会があ

ります。縦書き p.11 の「卓話の泉」には、長野の石

井会員の「掛け軸の話」が掲載されています。…昔、

ある時に展示会に自分の掛け軸を出したが、返ってき

た時に、いい加減な巻き方をしてあり憤慨したことを

思い出しました。正しい扱い方を改めて理解しました。 

１０． ニコニコＢＯＸ(本日 6 名 10000 円) 

河合会員：友今月号にもある「最もよく奉仕するもの、

最もよく報われる」というRのスローガンを信じて。 

斎藤会員：先日新年祝賀会に御礼。風邪引きました。 

上田会員：誕生祝いに感謝。 

山本会長：久し振りに実家のどんどやきに参加しまし

た。昭 27・28 年生は来年還暦です。少し賑やかにな

ってきました。 

助田幹事：結婚祝いに感謝。早 40 年。妻と 2 人でど

こか旅行したいです。 

荒木 SAA：北陸らしい雪の大寒。寒さに耐えて春を

迎えたいです。本年もよろしく。 

１１． 出席委員会報告：19 名中 13 名出席（調整後

72.22％） 

 

 

 

 

 

 

卓話「单砺市政報告」浅田裕二会員 

浅田会員：5 年前入会し、2 回目の卓話です。庄川の方は

お聞き流しください。单砺市政報告をさせて頂きます。 

 单砺市の 21 年度財政報告によりますと、これは複式簿

記の貸借対照表から、单砺市の資産は、3616 億円（市民

1 人あたり 538 万円）で、借金は、1008 億円（市民 1 人

あたり 180 万円）。うち公債などを除くと 900 億円が実際

の借金となります。また、そのうち合併特例債として、交

付税という形で９５％を国が払ってくれる 580 億円を除

くと、純粋な单砺市の借金は 320-30 憶円となります。年

間 45 億円程度の返済をしていますが、25 億円ほど新たな

借金が出来ますので、実際には、年間 20 億円ずつ減って

いく勘定になります。つまりは 15 年かかれば借金が亡く

なる予定です。 

 昨年の 9 月議会では、議員定数の削減が採択され、30

名が 24 名になります。議員報酬が年間 620-30 万円です

ので、6 名分で 4000 万円ほどの経費削減が実現します。

尚、これには、議員の質の向上の必要性も要求されること

となります。 

 それから 2-3 日前の北日本新聞に田中市長の抱負が掲

載されていましたが、单砺市には 400 余りの市関連施設
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があり、そのうち 120 施設が指定管理者に任せています。

特に、スキー場は、单砺市に 5 つもあり、少子化や、ブー

ムが去って、大きな赤字経営で整理を余儀なくされようと

しています。指定管理もほとんど平成 25 年に契約が切れ

るので、民間に移行するか、何か考えないといけません。

行革の目玉の職員数の削減も、合併時の目標 200 人に対

し、現在 100 人削減し、何十億円かの人件費を削減しま

した。单砺市の合併直後の予算は 420 億円でしたが、現

在は 360 億円となり、同規模の氷見市 200 億円などを参

考に、スリム化：小さな政府を目指さなければなりません。 

 地域の課題として、消防署の再編問題があります。4 月

より、砺波広域署に小矢部が合併します。单砺市２署体制

で、福光本署、福野分署、城端・井波に支署をおくように

なります。どの地区の火災に対しても、初動・次動の２か

所で必ず対応できる体制づくりを目指しています。 

 井波で関心あるのは、井波高校の跡地問題です。平成

24年3月で生徒がいなくなります。県立の建物とはいえ、

元は井波町が無償で提供したものです。グラウンドの一部

は单砺市民病院がほしいということです。上越市の高田農

学校（新潟大学教育学部高田分校）を現在、障害児（者）

のセンターと活用している例があり、これも参考になるの

では… 

 それから、TPP（環太平洋戦略的経済連携協定）につい

て、東京で勉強会があり参加してきました。この TPP は

そもそも、ブルネイ・シンガポール・ニュージーランド・

チリの 4 カ国で始まった多国間経済連携協定が、アメリ

カ・豪州・ペルー・ベトナム・マレーシアなどが加わり、

9 カ国で協定を交渉しています。関税撤廃を目標に交渉を

していますが、日本は年間 10 兆円と言われる農業生産が

あり、うちコメは 2 兆円の生産、260 万人の農業従事者が

いて、はいわかりましたとは言えない事情があります。 

 参加した場合の 10 年後をみると、農業の落ち込みより

も、自動車・電子機器の打撃の方がよほど大きいとして、

経団連や民主党政権は TPP 参加を積極的に考えています。

世界人口が 65 億人の現在、20 年後 100 億人となり、そ

の時食料自給力があるかが、その国の力となるだけに、農

業振興策を打ち出さないと、TPP は日本を滅ぼすことに

も・・・（これは、筆者追加） 

 さてもう一つ、12 月初め、今年の県議選は、山辺・武

田両議員で無競争という雰囲気でした。ところが、河合市

議が城端から出馬意向を示し、選挙戦が必死となりました。

この井波が、草刈り場とならぬよう、市議一同しっかりし

ていきたいと思います。庄川を含む砺波市や、小矢部市も

選挙戦になりそうです。 

 時間となりましたので、この辺で。次回の卓話は、もう

少し勉強して話したいと思います。 

【筆者註：卓話中、聞き取れない数字は誤っている可能性

があり、单砺市報等で、お確かめ下さい。】 

 

 

（今後の予定） 

① 2 月 9 日（水）午前 10 時…となみ総合支援学校（旧

となみ養護学校）施設訪問 

② 2 月 16 日（水）午後 6 時…平和会 

③ 2 月 22 日（火）午後 6 時…３ロータリー合同例会（ふ

くみつ華山温泉）  


