
 1 

 

 RI 第２６１０地区   

 井波庄川ロータリークラブ会報 

     2010-2011 年度 No.４２ 

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(C.A.)  

第１５７３回例会 

平成２３年５月２５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 四つのテスト 

３．ゲスト：武田秀和氏(武田興産社長) 

 

４．ビジター：富山第 3 分区次期ガバナー補佐 金田安夫

君(新湊 RC)、北村憲三君(砺波 RC) 

５．会長の時間：本日は、次期ガバナー補佐金田様、砺波

RC 北村様ようこそいらっしゃいました。ゲストの武

田秀和様ようこそ、近所でよく存じており、是非入会

して、ご一緒できれば嬉しいです。 

 さて、先週金曜日に砺波近隣５RC 合同親睦ゴルフ

大会があり、井波庄川 RC は残念ながら、団体は最下

位に終わりましたが、参加の浅田さん、岩崎さん、小

西さんはニアピン賞、助田さんは、15 打差の大波賞、

小生は、おまけで第 38 回大会ということで、38 位の

飛び賞を頂きました。お疲れさまでした。次回は小矢

部 RC がホストです。 

 それから、この日曜日に、新湊中央 RC 創立 20 周

年記念式典に行ってまいりました。東日本大震災に影

響で懇親会を取りやめ、代わりに記念講演会を開催さ

れましたが、大変好評でした。講師は JAXA(宇宙航

空研究開発機構)の宇宙飛行士の山崎直子さんで、午

前中は大島小で、宇宙に持って行ったヒマワリの苗を

植えられました。普通のヒマワリを子供たちに比較し

てもらうということです。山崎さんがなぜ新湊中央

RC にと、疑問に思いましたが、彼女は東大工学部卒

業後、ロータリーの国際親善奨学生でアメリカ留学の

経験があり、ロータリーには縁のある方です。【午後

から、新湊第一インで、記念式典があり、射水市(市

民病院)にシルバーカー5 台、歩行器 3 台の寄贈と、

東日本大震災に 50 万円の義捐金と街頭募金を寄付さ

れた目録の伝達が行われました。】 

 それから、来週、金曜日は「となみ野公共交通フォ

ーラム」です。現在 13 名の参加を予定しております。

よろしくお願いします。また、6 月 5 日は、庄川観光

祭クリーン作戦です。7 時開始ですので 6 時半まで、

庄川庁舎まで集合して下さい。協力団体は今年も 15

となっています。 

６．幹事報告：①「庄川観光祭クリーン作戦」6 月 5 日(日)7

時スタートです。6 時半まで庄川庁舎前に集合して下

さい。②6 月のロータリーレートは、1 ドル＝82 円で
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す。③例会変更が来ております。事務局にお尋ねくだ

さい。 

   

７．次期ガバナー補佐挨拶(金田氏)：皆様こんにちは。な

ぜこんなに早くお邪魔したかといいますと、炭谷ガバ

ナーエレクトの方針で、5－6 月中に一度クラブ訪問

をしなさいと、言うことです。手続の書類に、次期ガ

バナー補佐の署名する欄があり、それを直に行うため

の訪問でもあります。炭谷年度は、ラオスの農業支援

センターと東日本大震災の引き続きの支援を重点に

おいておられますので、各位のご協力をよろしくお願

いします。 

８．ゲストの紹介(河合会員)と挨拶(武田氏)：【河合】武田

秀和さんは、私と同業ですが、大変有望な方です。わ

がクラブの会員候補の有力者でもあります。【武田氏】

以前、ロータリーさんには三楽園で風神太鼓でお世話

になりました。本日、河合さんに進められ、初めて例

会にお邪魔しました。 

９．ニコニコＢＯＸ(本日 9 名 13000 円、月計 36000 円、

年度累計 553460 円) 

北村様(砺波 RC)：井波庄川 RC 久しぶりです。「日に

青葉、山ホトトギス、初ガツオ」いい季節です。早退

します。 

横山豊介会員：山本先生、日展富山展の写真有難うご

ざいます。いい思い出になります。 

小西会員：最近は、可もなく不可もなくの連続。日々

平々凡々が一番。東北地方を思えばなおさら。 

斎藤会員：武田様、金田様、北村様、本日はようこそ。

今日のニコ BOX は、地区協の交通費を頂いて。 

岩崎会員：本日で田植え終了。午後の餅米が最後。 

河合会員：武田様、ようこそ。新入会員有力候補です。 

山本会長：ゲストの武田秀和様、ビジターの金田様、

北村様、ようこそ。 

助田幹事①：富山第 3 分区次期ガバナー補佐、金田様、

砺波 RC 北村様、本日は有難うございます。 

助田幹事②：昨日少し良いことがありました。 

荒木 SAA：本日ニコニコ BOX の日です。平素何かに

つけ頂くニコ BOXですが温かいものを感じておりま

す。今後ともよろしくお願い致します。 

１０． 出席委員会報告：19 名中 11 名出席（調整後

64.71％） 

 

 

 

卓話「今後のクラブ運営に関する C.A.」 

山本武夫会長 

山本会長：初めに皆様に今年度になってから、会務の運

営や活動の消化に追われ、ゆっくりお話をする機会を作ら

なかったことを反省し、お詫びいたします。さて、クラブ

運営に関して、この 1 年に色々な機会に個々ではあります

が、御意見を頂いてきました。小西さんにおかれましては、

ロータリーの友から、北海道足寄 RC の会費の問い合わせ

をされて、他のクラブ運営の勉強する機会を与えて下さい

ました。C.A.という場をここまで開けませんでしたが、そ

れでも、会員の皆様に今後の運営について少しでも御意見

を頂き、多くの会員の皆様に共通理解を得られれば幸いで

す。よろしくお願いします。 

さて、この 1 年に私自身が、皆様からさらに御意見を伺

いたいことについて、あくまでも個人的ですが、箇条書き

にしてみました。 
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１． ニコ BOX(正式名称：ニコニコ BOX)の扱いについて

(過去の例から) 

① 周年事業 

② ガバナー補佐活動費 

③ 活動費補填・・・年度初め：運転資金 

④ その他・・・ 

２． 清掃奉仕活動について 

① 大門川河川公園・木彫りの里の 5 月 30 日の清掃

奉仕について 

② 庄川観光祭クリーン作戦 

③ 国際木彫刻キャンプ 

④ いなみ太子伝観光祭 

３． クラブ運営(経理関係も含む)について 

① 会費 

② 入会金 

③ 食事 

④ 例会場 

⑤ 例会形式について 

４． テリトリー、クラブ名称等について 

① テリトリーの変化(活動計画書より)：井波町・庄

川町・利賀村【横山年度】福野町追加【三谷年

度】单砺市・砺波市【横川年度】 

② クラブ名称は？ 

５． プログラム運営について 

① 月ごとの例会運営・・・・例えば、4 月例会 1

回のみ 

６． 第 2610 地区・第 3 分区関係・・配布資料参照 

① ガバナー補佐について 

② 地区委員について 

③ 米山カウンセラーについて 

７． 寄付金関係について 

① ポーリハリス・フェロー(1000＄卖位)・・随時 

② 米山功労者・・現在、6 名で基金(次年度 2 年目) 

 などなど、思いつくままあげてみました。 

 

 ところで、本日は 25 日、ニコ BOX の日ということで、

最初はこの件についてのみ、話し合いたいと思っていまし

た。本日の資料にあげたとおり、過去にニコ BOX の使い

道については、その時々いろいろありました。(例：周年

事業、ガバナー補佐活動費、クラブ活動費補填等) 

 今年になって、奄美大島豪雨災害やニュージーランド地

震、また、未曽有の東日本大震災と災害が相次いで起こり、

特に大震災には、地区からも重なる義援金の要請がありま

した。これについて、理事会でも、ニコ BOX からの流用

を話しました。これについてのご意見をお願いします。 

 

会長：他のクラブでは、今回の東日本大震災では、ニコ

BOX から、一部または半額程度を供出した話も聞いてい

ます。今年は、奄美大島の義捐金については、締め切りが

迫り、ニコ BOX の日(25 日)が例会であったため、急遽、

皆様の了解を頂き、その日のニコ BOX を義援金に充てさ

せてもらいました。その際、異論が出され、ニコ BOX を

義援金にあてるべき性質のものではない、社会奉仕活動費

からあてる性質のものである、ということでした。 

 また、ニュージーランド地震では、例会時に、義援金箱

を用意し、任意で集まった金額を地区に送金しました。 

 東日本大震災では、地区からの要請の金額が大きいとい

うことで、会員 1 名 10000 円を一律、口座から引き落と

しとさせていただきました。今年度の災害見舞金が理事会

でも、このように別々の対応をせざるを得なかったことに、

会長として、戸惑いを感じ得ませんでした。 

S：本来ニコ BOX は、義捐金などに充てるものではない。

安易に、活動費が足りないから、ニコ BOX を使えばいい

じゃないかと考えるべきではない。 

K：義捐金は、その都度集めるべきもので、ニコ BOX か

ら出すものではない。今回の東日本大震災のように、地区

で１億円というと、当クラブで３７万円ほどという数値の

割り当てが想定されたので、口座引き落としをしたが、そ

のような対応でいい。 

K2：ニコ BOX は、数年かけて、何か周年事業のような目

的を持ったものに使うべき。 

  

会長：ご意見、有難うございました。今日は時間がなくな

りました。次回例会は、５月３０日の井波地区「ごみゼロ

運動」を休止下、振り替えに、６月１日に普通の例会を行

います。この日に、クリーン作戦などの清掃奉仕に絡んだ

話も含め、その２として、C.A.を行いますので、宜しくお

願い致します。 


