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第 1894 回例会
平成 30 年 3 月 28 日(水)

６．ニコニコＢＯＸ(SAA：本日 4 名)

よいとこ井波

河合会長：春の新しいスーツ着て来たら、ロータリーバッ

１．開会点鐘：会長

ジ付いていませんでした。

２．ソング：四つのテスト

齋藤彰会員：ようやくいい天気が続くので、遅れていた仕
事を取り戻すのにこのような服装でスミマセン！
坂井会員：4/1～15 まで、水公園にて庄川桜まつりが開催、
見ごろは 10 日前後、
皆様のお越しをお待ちしております。
長田会員：3/16、私もおじいちゃんの仲間入りしました。
新米ですが宜しくお願い致します。

３．会長の時間：本日は、夜間例会から変更しました。
４．幹事報告：①40 周年（H31.4.10 未定）に向けて、小
西実行委員長（予定）
が準備委員長となり、
河合会長、
齋藤副会長、坂井会長エレクト、山本直前会長の 5
名で、組織作りなど準備に入って頂きます。②4/11
創立記念観桜家族例会「松風樓」親睦活動委員会（太

卓話「東となみ RC40 周年記念について」

田委員長）
。③「良い歯の日キャンペーン」4/18 福野

坂井会長エレクト：準備委員会、会長は小西さん、副会長

おひさま保育園 10：00～11：00 ④「南砺の山々を

は山本武夫会員で、進める。内容は、①平成 31 年 4 月 10

守る植樹祭」4/29（日）11：00～12：30 福光里山⑤

日(水)式典予定（未定）。②ガバナー招待。③40 周年記念

交通広場駐車場が 4/1 より有料
（200 円）
になります。

誌の発刊。

元井波第 1 保育園駐車場が便利になります。⑥近隣ク

小西準備委員長：4 月中に実行委員会のメンバーを決定し

ラブの例会変更は、事務局に確認ください。⑦2/19

て、始動する。過去に、10 周年は庄川温泉、20 周年は井

開催の３RC 合同懇親会のビデオが砺波 RC より、届

波文化センター、30 周年は、三楽園で開催したが、行わ

いております。

れた内容を参考に考えていく。

５．委員会報告：①出席報告(代理)22 名中 11 名出席(出席

河合会長：
（別に）先日のアンケートの結果について説明

率 50.00％)

あり。
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第 1895 回例会
平成 30 年 4 月 4 日(水)

＊理事会・幹事報告(代理：会長)：①4/11 の創立記念御花

よいとこ井波

見例会、松風樓です。5：30 交通広場集合下さい。福光の

＊開会点鐘

雪洞も、今年限り。②2 月の台湾地震の見舞金、1 人 500

＊国歌「君が代」斉唱

円でクラブから 11,000 円を地区に送金しました。クラブ

＊ソング：奉仕の理想

の社会奉仕委員会から出します。③6/2(土)南砺 RC 創立
50 周年記念の招待が会長・幹事に来ています。会長が予
定があり、斎藤副会長に出席をお願致します。④近隣クラ
ブ例会変更は事務局に確認を。

＊ビジター：酒井安子会員(小矢部 RC)「4/7-8 さくら祭り
in 道の駅庄川

書と陶と演歌」の紹介。書：酒井安子と

安芸の会、陶：松田信江、演歌：圓山二朗(氷見中央 RC)

＊委員会報告：①出席報告(代理：宮窪 SAA)：22 名中 15
名出席。68.18％ ②雑誌広報委員会(三谷委員長)：
「友」
先読み：2610 地区の活動・原稿の紹介あり。③山本会員：
4/18 良い歯の日キャンペーン：福野おひさま保育園 10：
00～11：00(9：50 現地集合)④河合会長：
「第 14 回南砺の
山々を守ろう植樹祭」4/29 福光里山 11：00～。募金をお
願いしています。

＊月結婚記念日：三角会員(5 日)宮窪会員(6 日)齋藤彰会員
(8 日)
＊月誕生日：得永会員(14 日：欠席)

＊会長の時間：河合会長「世の中、今、花に満ち溢れてい
ます。大門川の桜も満開です。もうすぐライトアップ！コ
シノヒガンサクラとヒガンサクラの違いは、花が落ちてサ
クランボの芽の毛の形で見分ける。交配をして、新種発見
というニュースもあります。
」
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図り、ソーシャルメディアを活用して奉仕のスケールアッ
プを助長してくれるパートナー組織に注目してもらう必
要がある。より持続可能な影響をもたらす大きなプロジェ
クトに力を注ぎ、年度や任期を越えた活動の研究と計画に
時間を費やす必要がある。一番大切なものは、前向きな変
化を生みだし、私達が今日直面する課題に勇気と希望、そ
して創造性を持って正面から立ち向かう意欲を、クラブ、
地域社会、そして組織全体から引き出すことで、我々はそ
のインスピレーションとなる必要がある。
』
これを受けて、2610 地区 2018-2019 年度の若林啓介ガ

＊ニコニコＢＯＸ(本日：5 名)
河合会長：酒井さんようこそ。事務局不在で失礼！

バナー（富山 RC：紙販売）は、地区活動方針を『ロータ

齋藤彰会員：結婚祝感謝！庄川堤防道路、太田から高岡ス

リーを知ろう、知ってもらおう』としました。RI 会長の

マートインターまでの間、桜が最高です。御存じない方、

Insiration の意味をそのままの「突然頭の中にひらめく考

デートにでも如何でしょうか。

え、霊感」だけでなく、
「鼓舞、鼓吹」つまり、
「事を起こ

三角会員：結婚祝、有難うございます。

す原動力、仕掛け人」ととらえ、ロータリーの公共イメー

山本武夫会員：先日東京市ヶ谷、靖国神社で満開の桜を見

ジを向上させることが、大切な目標と考え、活動方針とし

て帰ってきたら、蕾だった大門川も咲いてきました。4/1

ました。

伯母が数え年 100 歳の大往生！来週、観桜会、申し訳あ

2610 地区では重点的に、ロータリー賞への挑戦、地区

りませんが欠席します。

行事とガバナー事務所運営の SIMPLE&COMPACT 化、

事務局阿部：娘の入学式のため、欠席させて頂きました。

ロータリー財団・米山寄付クラブゼロの継続、人頭分担金
を 100 円アップの 16100 円にする、各クラブ純増 1 名、
米山関係者（奨学生、世話人関係者）をゲスト卓話に招聘
を、などの話がありました。【プログラムよりの補足：
2018-2019 年度、穴田茂富山第 3 分区ガバナー補佐（新湊
RC）事前訪問は、8 月 8 日、若林ガバナー公式訪問は、8
月 22 日予定。地区大会は、
10 月 27-28 日富山国際会議場】

【今後の予定について】
＊会員卓話「PETS 報告」坂井彦就会長エレクト

4/11 家族夜間例会・観桜会「松風樓」

坂井エレクト：2 回目の PETS でした。2018-2019 年度

4/18 午前 10 時～11 時 良い歯の日キャンペーン「福野

RI 会長は、バリー・ラシン氏(バハマ：East Nassau RC)

おひさま保育園」

で、病院管理者(現：顧問)という職業分類で、RI 超我の奉

4/25 昼の例会に変更【当初、案内は夜間例会となってい

仕賞や、過去に 2010 年ハイチ地震にてロータリーによる

ましたが、卓話担当の小西実行委員長・河合会長の予定

災害救援活動を統率したことなどにより、多くの人道賞を

が調整つかず、40 周年記念事業に向けての内容のため、

受賞しています。2018-2019 年度 RI 会長テーマは「イン

昼の通常の例会に変更となります】

スピレーションになろう

BE THE INSPIRATION」。

『ロータリーやロータリークラブの活動は、一般社会には
(会報担当) 長田正勝(写真）
、山本武夫（HP）

まだまだ理解されていない。ロータリーの奉仕は、人々の
人生や地域社会を変える力がある。公共イメージの向上を
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