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「こころの中を見つめよう 

 博愛を広げるために」 

(カルヤン・バネルジー会長) 

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

                  例 会 記 録 

 初めて掲揚「東となみ RC」の旗 

第１６１９回例会 

平成２４年５月９日(水) 

井波文化センターエイトホール  

１．点 鐘 高瀬会長 

２．君が代斉唱 

３．ソング 「奉仕の理想」 

４．月誕生日：水島会員(4日)山本会員(10日)河合会員(30

日)  

  

 

５．バースディソング 

 

６．米山奨学金授与(高瀬会長)：高源さん「皆さん、今日

は。連休前に金沢で米山新規オリエンテーションがあ

りました。米山奨学会の学友会にも参加しました。と
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ても有意義な活動と思いました。これから 1年間よろ

しくお願いします。」 

 

７．会長の時間：東となみ RC の新しい旗が本日から正

面に掲げられました。新しい気持ちで河合年度に向け

て準備が着々と進んでいる感じがします。バナーも一

緒に注文しできるはずでしたが、業者のミスで作り直

ししており、ほどなくできると思います。 

さて、先日の公共交通フォーラム、皆さん御苦労様

でした。私は慣れないパネリストを初めてやってみま

したが、あまり気持ちの良いものではないですね。昨

年、砺波 RCが旗揚げし、第 1回目を行いました。あ

の時の計画では、2年目は南砺、その次は当クラブの

順でという雰囲気でした。所が、南砺の松井会長が、

３RC で回すというものではないのでは、と言われ、

2 回目は南砺と当クラブとジョイントで行えばどう

かという話になり、私も賛成しました。今回で一応終

わる事でなかろうかと思います。参加して感じた事は、

このままでは、城端線も加越線と同じ道をたどる危険

性が高いのではないか、と個人的には感じました。

200名近くの人が参加されていましたが、殆どの人が

乗っていないし、そんな人たちでフォーラムを行って

城端線の活性化について論じていますが、何よりやっ

ぱり乗らなければならないと思いました。 

さて、4月 3日に大風があり、井波では過去の記録

を大幅に塗り替える風速 54ｍを記録しました。2 月

には大雪警報が出され、次にどんな警報が出るか予想

しており、おそらく大雨警報だろうと思っていました

ら、それより先に竜巻が来ました。昨日の読売新聞報

度によると藤田スケールというものがあり、被害の様

子を段階別に詳しく書いてありました。先日のF2は、

風速が 50～69ｍ、被害は住宅の屋根が剥ぎ取られ

る・大木が倒れる・自動車が道から吹き飛ばされる。

F3 では、風速 70～90ｍ・住宅が倒壊・列車が転覆・

自動車が持ち上げられ飛ばされる、で世界的に見れば

が起こっています。F4になると、風速が 90～116ｍ・

住宅がバラバラになって周りに飛散・列車が吹き飛ば

され・車が何十ｍも空中を飛行する。これも地球温暖

化の減少にほかならないと思います。日本が国家プロ

ジェクトで、地球シュミレーターという大型コンピュ

ターで 2100年の気象予測がされており、今の台風よ

りも更にスケールのものすごく大きなものをスーパ

ー台風といいます。アメリカではハリケーンといいま

すが、これは風速 70ｍだそうです。2100年には頻繁

に起こるとコンピューターは予想しているそうです。

そう遠くない先に危機が間近に迫っているといいま

す。城端線よりも、こちらの方がより危機ではないか

という気持ちでした。 

８．幹事報告：①小矢部 RC,5月より例会場変更：小矢部

市中央町 4-15「ばんば」が新例会場。②例会終了後

臨時理事会あります。 

９．委員会報告：①出席委員会(水島)：本日 15名 75.00％。

4 月 4 日 80％、11 日 85％、18 日 80％、25 日 75％

で月平均 80％。 ②親睦活動委員会(荒木)：先般の観

桜会の決算報告。費用総額 318574 円。男性 12500

円、女性 11000 円の会費を徴収させて頂きたいので

よろしくお願いします。③雑誌広報委員会(三谷)：友

の横 p.22「私を変えた 1 冊」という初めての企画。

TSTなどでもしている、珍しくない。縦 p.27に、「ロ

ーターアクト勉強会」が、砺波と新湊の RAC名でで

ています。交通フォーラムの時には、福光高校のイン

ターアクトの生徒が、アンケートをして、参加してい

ました。非常に良い活動と思います。蛇足ですが、フ

ォーラムでは高瀬会長は悠然と日頃のペースで非常

に親しみのあるパネラーをこなされ、いいフォーラム

になりました。また、ロータリーの友も、日頃固く、

修身の本のようでしたが、縦 p.20 には、こんな写真

を載せるかなというようなものが出ており、びっくり

しました。なかなかどうして話せる所もあるのかなと
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感じました。 

１０． ニコニコＢＯＸ(本日 9名 14000円)  

高瀬会長：先日の公共交通フォーラム御苦労様でした。東

となみ RCの新しい旗が出来上がり、本日より掲揚。バナ

ーは、もう少し。河合年度に向け、機運が高まります。 

上田会員：早退お詫び。斉藤君の卓話聞けず、残念。 

河合会員：誕生祝に感謝。年は取りたくないが来てほしい。 

水島会員：誕生祝に感謝。節目の 65歳。誰も祝ってくれ

ない。ロータリーだけ。 

中島会員：八乙女山に熊の親子。山菜とりなど気をつけま

しょう。高瀬会長、パネラーお疲れ様でした。 

助田会員：久しぶりです。高源さんようこそ。水島さん、

山本さん、河合さん、誕生日おめでとうございます。 

荒木会員：例会にいつもの顔ぶれ。ホッとします。     

山本会員：誕生祝に感謝。今日が 50 代最後。4 月末に東

京品川の泉岳寺に行き、赤穂義士の墓に参ってきました。 

岩崎 SAA：誕生日おめでとうございます。7 日の交通フ

ォーラム欠席残念。来週、再来週、研修及び視察で欠席、

お詫び。 

 

 

卓話「米山カウンセラー報告」 

斉藤彰米山カウンセラー  

斉藤カウンセラー：東となみ RCの襲名、おめでとうござ

います。いつか襲名披露があればいいですね。東となみ

RC記念すべき第 1回目に卓話ができて大変光栄です。1

年ほど前から米山カウンセラーをさせて頂いており総括

させて頂きます。 

＊2011-12米山カウンセラー報告 

4/23 オリエンテーション(金沢)奨学生・カウンセラー 

7/9 カウンセラー研修会(金沢)カウンセラー 

8/6-7 地区米山奨学生研修会(高岡)奨学生 

9/5・9/25・10/5 米山月間卓話(３RC：新湊中央・新湊・

井波庄川)奨学生・カウンセラー 

10/30 地区大会(金沢)奨学生・カウンセラー 

12/10 米山年末懇親会(金沢)奨学生・カウンセラー 

12/21 クリスマス家族例会(当クラブ)奨学生 

2/25 修了者歓送会(金沢)奨学生   以上 

 世話クラブの米山奨学生に対する役割というのがあり

ますので、簡単に申し上げます。 

① 毎月一回、奨学生を例会に招待し、奨学金を支給する。 

② 米山レポートの提出を確認する(年 2回) 

③ 卓話の機会を与える。 

④ 他クラブへの卓話の機会を作る。 

⑤ 指導教員・大学関係者との交流を図る。 

⑥ 会員との交流活動、奉仕活動への参加を促す。 

⑦ 奨学期間後も学生との交流を保つ。 

 

4月 28日にオリエンテーションがありましたが、

その時、高源さんが 2年目の先輩ということで、スピ

ーチを依頼されました。大変その場にマッチしたスピ

ーチでしたので、改めてその時のスピーチを行っても

らいますので、聞いて下さい。 

 

高源：(金沢でのオリエンテーションのスピーチの再現) 

皆さんこんにちは。新規の奨学生達、ようこそ。私は富

山県立大学、知能デザイン工学専攻、修士 2年課程に在

学しております高源と申します。今年度の新規オリエン

テーションに参加させて頂き、有難うございました。 

私は、2009年 2月に中国の瀋陽から、日本に留学に参

りました。今年は 3年目になりました。 

 現在、井波庄川ロータリークラブに世話になってい

ます。本日、この場をお借りして奨学生になってから

の感想を新規の奨学生に少しでも伝えたいと思います。 

 振り返ってみればあっという間の 1年ですが、いろ
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んな人と出会い、いろんな経験をし、いろんな人生を

味わうことな出来ました。日本に来て本当に良かった

なと思います。特に米山奨学生になって、本当に光栄

なことだと思います。心から感謝しております。米山

奨学生の生活で得たものといえば、やはりロータリー

の本領「職業奉仕」という精神だと思います。最初ク

ラブに入った時に「奉仕」という精神が余り理解でき

ませんでしたが、この 1年間にいろんな交流活動に参

加したり、月に 1度の例会に出席したりした事で、ロ

ータリアンが様々な活動を通じて奉仕を目指すという

精神を少し理解する事が出来ました。 

 奨学金は、私の学業や研究、文化交流、地域活動へ

の参加など非常に有意義な活動に役立て、日本での留

学生生活がより充実したものになりました。月 1回の

例会で奨学金を受け取るだけでなく、世話クラブの奉

仕活動や親睦行事にも積極的に参加する事が重要だと

思います。 

 特に、私のカウンセラー斉藤さんが、自分の娘のよ

うにいつも世話をして頂き、本当に感動しています。

米山カウンセラーは私たち奨学生にとって最もよいア

ドバイザーだと思いますから、皆さんもし何かあった

らカウンセラーさんに相談してみましょう。 

 また、私たちは米山奨学生として日中友好の為に出

来る事がたくさんあると思います。これからは、著値

山奨学生を卒業しても、日中友好の交流活動に力を活

かして活躍したいと思っています。本日は有難うござ

いました。 

 

斉藤カウンセラー：今ほどのスピーチは、1年生に対して

のスピーチということで理解して下さい。この会で、アド

バイザーの津田パストガバナーが大喜びをされ、握手を求

められました。高源さんは、あと 1年あるので、大いに参

加してもらいたいと思います。また、皆さんからのご意見

もよろしくお願いします。 

 

ミニ卓話「次年度に向けて」河合エレクト 

河合エレクト：次年度の活動計画書をそろそろ編集して作

成する時期に入ってきました。毎年の事ですが、各委員長

さん方に活動報告書のページを作成して下さいと白い紙

と昨年度のコピーをお渡ししております。しかし、ついつ

い前年を丸写ししてしまいがちです。折角委員長の機会を

与えてもらいながら、今一つ理解が進まないという感じで

これまで来ました。 

 当クラブは、少人数な故に毎年毎年、委員長や副委員長

という貴重な経験ができ、中身の濃い活動ができるものと

思っております。各委員長さんには是非自分の言葉で、自

分のカラーを表して頂きたいものです。 

 来週は浅田さんの卓話の予定になっていましたが、都合

悪く欠席されますので、どうしようかと思っていたら荒木

さんから、例会で活動計画について行えばという助言があ

りました。助言通りにしたいと思います。来週は各委員長

さんを中心として各テーブルで話し合って活動計画書を

作り上げたいと思っています。 

 それから、先ほど斉藤さんから提案のありました「東と

なみ RC」に名前の変わったお祝いですが、ささやかでも

お祝い会を開きたいと思っています。それから、会員のエ

リアですが、今一つ曖昧で明確ではありません。小さいク

ラブは侵略されるという意見や忠告も頂きました。他のク

ラブに対して一言言うべきかなとも考えており、お互いに

了解すれば基本はこうだという事をお互いに認識してい

る事が重要ですので、知っておいて下さい。 

 

(補足)クラブ名称は、もうすでに認証を受けており、今後

は「東となみロータリークラブ」と名乗る事になります。 

 

本会報も、今号より「東となみロータリークラブ会報」

とします。 

HPの名称も、5 月 10日より、名称を変更しました。 

 


