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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.３７ 

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) 

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

創立記念 お花見 例 会 記 録 

第１５６８回例会 

平成２３年４月１３日(水)  

   「鳥越の宿 三楽園」ホール 

 

 

１．点鐘 会長 

２．ソング 奉仕の理想 

３．会長の時間：本日は、創立記念お花見例会ということ

で、お世話された親睦委員会にはお礼申し上げます。 

 さて、東日本大震災については、RI などが、今後

も復興支援を続けるという意味で、従来の多年度に渡

る事業や、他地区に渡る事業というマッチンググラン

ドと位置付け、災害復興基金というものを設立してい

くという発表をされました。詳しくは、ロータリーの

友などに載せられるはずですから、ご覧ください。こ

れに関連して、富山県は、特にこの砺波地域は俗に地

震もない、津波も来ない、原発も遠いといことで、安

全な地域という人が多いのですが、私の高校の同級生

で、現在東大地震研究所の中田節也教授は、メールで、

仲間たちに、決してそんなことはないから、気をつけ

るようにと警告しています。【後ろに、中田教授のメ

ールを記載します】 

 さて、地区協の申し込みが１５日までとなっており

ます。各分科会に割り当てがあると思いますので、宜

しくお願い致します。 

 １１日(月)に「となみ野公共交通フォーラム」の 

第１回実行委員会がありました。砺波 RC から、会

長・幹事・社会奉仕委員長、单砺 RC から、会長・幹

事・エレクト・次期幹事・社会奉仕委員長、当クラブ

から、山本、助田幹事、高瀬エレクト、浅田次期幹事

が出席し開催されました。６月３日、砺波市出町子供

歌舞伎曳山会館で午後６時より開催されるこのフォ

ーラムについて、内容等について検討されました。概

略は決まり、詳細については、次回以降の第２回実行
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委員会で決めて行きます。 

 ５月１１日に予定しております日展富山展鑑賞会

については、講師の横山豊介先生が、当日東京で総会

があり、上京されねばならず、前日の１０日(火)に繰

り上げることにします。家族同伴でも OK ということ

にしたいと思います。【井波出発１０時、１時間鑑賞

し、昼食後、１４時頃、井波到着予定】 

４．幹事報告：①砺波 RC からのチューリップ例会の出欠

をとっております。②「ハイライトよねやま」が来て

おります。回覧します。この中で、台湾や韓国、中国

の学友が、東日本大震災に支援の寄付をされたという

ニュースが載っています。 

５．委員会報告：①親睦委員会(岩崎委員長)：本日は、お

花見例会に参加していただき有難うございました。②

「良い歯の日キャンペーン」(山本)：次週１８日(月)

午前１０時から、山野保育園です。 

６．ニコニコＢＯＸ(本日 5名 6000円、４月計 14000円、

年度累計 517460 円) 

高瀬会員：三楽園での、桜を眺めながらの例会、心な

ごみます。３０周年の水記念公園の満開の桜を思い出

します。 

岩崎会員：本日の創立記念お花見例会に、皆様のご参

加に感謝致します。 

坂井会員：創立記念例会、当館利用ありがとうござい

ます。横山会員、木村会員の卓話が楽しみです。 

山本会長：創立記念お花見例会、親睦委員会の企画で

開催され、有難うございました。ケアポート庄川前の

道の桜は、満開に近く咲いていました。 

助田幹事：｢勉強会｣無事終了しました。 

７．出席委員会報告：19 名中 13 名出席（調整後 76.47％） 

８．参考：東大地震研究所、中田節也教授(福野高校昭 46

卒)からのメールの内容【「富山は日本一地震のすくな

い県です。」を見て，自然災害を仕事にする者として

どうしても言っておくべきだと思ってコメントしま

す。 

 確かに関東に比べたら 2 桁ほど有感地震が少ない

のは事実ですが地震がない訳ではありません。单砺が

過去に経験した大きめの地震は，1858 年に岐阜県の

跡津川でおきた飛越地震（~M7.0）です。この時は富

山県の各所で山崩れや液状化が起きました。城端から

砺波にかけても多数の家や蔵が全半壊したことが記

録されています。 

 それより（ここからが大事）单砺平野は２つの活断

層に囲まれており，内ひとつは庄川から城端を抜けて

上梨に至る断層崖です。砺波平野断層帯東部とも呼ば

れており，地震の想定規模が M6.8（2007 年や 2004

年の中越の地震は M6.8と 6.9）。30年以内の発生確率

が 0.1～10%です。この発生確率は日本では高い部類

にランクされています。また，1995 年の阪神淡路地

震（M7.3）が起こる前の発生確率（0.02~8%）よりも

高いのが気になります。もし，ここで M6.6 の地震が

起こったとすると单砺は震度 6 弱に達すると計算さ

れています。 

 なので单砺で突然大きな地震が起こっても不思議

ではありません。「地震がすくない」をどうか誤解し

ないようにお願いします。日本はどこでも地震への備

えが必要です。また，想定外が起こるのが今回の大震

災の教訓です。】 
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卓話①「チャーターナイトの思い出」 

横山豊介会員 

横山豊介会員：木村さんが設立総会当時の資料を用意

されましたので、私はチャーターナイトの話をしたいと思

います。昭和５４年この地区に、ライオンズと同時にロー

タリーも設立されました。設立までには、私の父、白汀は

元々ライオンズで、知人の多くはライオンズにおられまし

た。しかし、横山一夢さんが、「ロータリーはライオンズ

より上だ。東京でメイキャップすると、帝国ホテルで、松

下幸之助と隣どおしになり、職業を聞かれて、日展作家だ

と答えたら、日展に来て、その作品、屏風「松の精」を買

い上げてもらった。」という、これが勧誘条件となり、私

はロータリーに入ることになりました。メンバーの勧誘に

も積極的に参加し、八日町をことごとく訪問し、仲間にし

ました。小さいテリトリーで、３５名のメンバーでスター

トしました。設立総会の前日に、リハーサルを福祉会館で

していましたら、福光大火があり、忘れもしません。 

 さて、翌年のチャーターナイトは、私が初代親睦委員長

でしたので、十分な準備をし、最高のもてなしをできたと

思います。菊野会長の元、瑞泉寺を会場に、まずは掃除か

ら始めました。地区内全クラブから参加ということで、井

波美術協会にお願いし、作品 100 点を瑞泉寺の虎の間に

並べ展覧会をしました。これは大変好評でした。本堂の廊

下に緋毛氈を敷いて、食事を出しました。故大谷直会員の

お世話で、婦人会の踊りや青年団の木遣りを境内で行い、

参加者に見て頂きました。また、山門には、ご婦人方の和

服姿でのお出迎えも良かったです。それから、瑞泉会館 2

階の座席を外し、増席しての記念講演は、池田弥三郎先生

の「言葉の中の男と女」で、皆さんには大変好評でした【私

自身は、世話で聞けませんでしたが…】 

 今年の国際木彫刻キャンプは、瑞泉寺が会場となります。

私は、茶道協会の関係で、今回参加の外国人彫刻家のメン

バーに、チャーターナイトを習って、お茶席を瑞泉寺本堂

の縁側に設けて、お茶を出す予定です。当クラブも去って

いった人は大変多いのですが、また、このチャーターナイ

トのエネルギーを思い出して、メンバーを増やしてほしい

ものです。 

(参考)チャーターナイトの写真を「十年の歩み」から、引

用して、HP に掲載しました。 

【http://www.f-take.com/2011-soritsukinen.htm】 

 

 

 

 

 

 

 

卓話②「クラブ創立記念日に寄せて」 

木村英典会員 

木村英典会員：創立記念日に寄せて、短めの卓話をお

願いされましたので、資料【後述】をもって説明させてい

ただきます。当クラブの設立総会は、昭和 54 年（1979

年）4 月 12 日、今から 32 年前です。創立記念日に関して

は、10 周年くらいまでは、創立記念の話をする普通の例

会形式でしたが、10～15 周年ころは、今日のように、場

所を変えて(例えば、庄川温泉)記念例会をしました。15

周年ころから後は、観桜会を兼ねて、家族旅行を企画され、

いろんなところを訪れる楽しみな創立記念日となりまし

た。 

http://www.f-take.com/2011-soritsukinen.htm
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【資料】 

 「クラブ創立記念日に寄せて」 

        H２３．４．１３(第 1568 回花見例会) 

                   木村英典 

１． クラブ設立総会 

・日時 昭和 54(1979)年 4 月 12 日(木)14：00 

・場所 井波町福祉センター 

・出席者 R 関係者 荻生貞雄ガバナー 

          菅野宜紀特別代表 

          菊野久太郎クラブ会長 

          以下 26 名 

     市町村関係者  8 名 

     クラブ会員(チャーターメンバー36 名) 

             32 名出席(4 名欠席) 

     その他(事務局員) 2 名  計 68 名   

  ・プログラム  

  12：30 集合、準備、最終リハーサル 

  14：00 創立総会 

   16：00 記念パーティー、終了後２F 控室・反省会 

       芝寿司弁当(￥1000)、オードブル(志ようず 

       １卓×2 皿×9 テーブル＝18 皿＠2500) 

       清酒(1 合瓶)90 本、ビール 45 本、ソフト 

       ドリンク 45 本 

       エレクトーン演奏(山水さん) 

   ・役割分担(◎委員長、○副委員長) 

   実行委員 ◎菊野久太郎、○守脇朝一、横山一夢 

   総務 ◎菊野久太郎、○斉藤清策、渡辺章、山本哲夫 

   会計  尾島淳 

   総務  小西順三 

   受付 ◎木村英典、○太田信良、中西哲三 

   会場 ◎大谷直、○池田久信、横山善一、清都邦夫 

                     (ほか 7 名) 

   接待 ◎高畑博、○横山豊介、野村忠二(ほか 2 名) 

   交通 ◎村井隆憲、○山田富雄、横川正希、石黒勲 

   記録 ◎山水孝信、○黒田謙一、山崎健三 

   司会  池田久信 

２． クラブ創立周年記念式  

① 創立 10 周年 

平成元(1989)年 4 月 15 日(土) 

庄川温泉観光ホテル 13：30～ 

单部吉英会長、若林啓之助ガバナー、以下 81 名 

② 創立 20 周年 

平成 11(1999)年 4 月 11 日(日) 

井波町総合文化センター 14：00～ 

上田昭二会長，四津谷道昭ガバナー、以下 96 名 

③ 創立 30 周年 

平成 21(2009)年 4 月 12 日(日) 

【式典】庄川ふれあいセンター 15：30～ 

【祝賀会】鳥越の宿 三楽園 17：30～ 

小西勝会長、高柳功ガバナー、以下 77 名 

３． パスト会員数 

       94 名【内、在籍中死去された会員 4 名】 

 

 尚、当日頂いたもう一枚の資料は、HP に掲載させていた

だきます。 

【http://www.f-take.com/2011-soritsukinen.htm】 

 

 

 

 

当日のお花見弁当：ちなみにこれも芝寿司です。 

http://www.f-take.com/2011-soritsukinen.htm

