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第 3171 回例会

2 月 9 日（木）

司会 塩崎(有) 会場監督 点鐘 花田 会長
ロータリーソング／四つのテスト
ビジター 高岡万葉 RC 1 名 富山 RC1 名
会長挨拶／報告
■誕生祝
福島晴夫君 〔2／10・69 才〕
矢野周郎君 〔2／11・84 才〕
柳澤剣治君 〔2／11・52 才〕
小竹晋吾君 〔2／13・59 才〕
幹事報告
■配布／ロータリーの友 2 月号
■親睦麻雀大会⇒2／9 14:30～ 健康ランド遊湯
委員会報告
■雑誌…ロータリーの友 2 月号紹介
ニコニコＢＯＸ
＜ 14 件 41,000 円 ＞
花田会長／本日は社会奉仕委員会のクラブフォー
ラムです。皆さんのご意見をお願いします。田
中委員長よろしくお願いします。
岡本副会長／今日のクラブフォーラム田中委員長
宜しくお願いします。
才高君／本日は社会奉仕フォーラムです。田中委
員長宜しくお願いします。
田中君／今日は利長公シンポジウムの今後を考え
るフォーラムです。皆さんよろしくお願いしま
す。（社会奉仕委員長 田中哲）
大島君／先週、卓話の川口哲生さんから会長、副
会長の似顔絵を頂きました。今週、来週は社用
にて欠席します。
前川君／ついに！！平成 4 年入会以来はじめての
ことがおきてしまいました。ネームプレートの
持ち帰りです。たいしたことではありませんが、
ついに惚けが始まったのでしょうか。ショック
です。
塩崎(有)君／2/8(月)北日本新聞スポーツ欄に写真
入りで全国中学校スケート大会フィギュア女子
部でショートプログラム、フリープログラム共
1 位で初優勝した本田真凛ちゃん（関大付属中
学）は小杉町橋下条の出身の 3 世の選手です。
呉西地区のオリンピック候補として期待されて
いる選手で浅田真央、荒川静香に続いてほしい
と思います。ぜひ応援してあげてください。
齊藤君／富山銀行は来週 2 月 13 日（月）金沢市県
庁前に新店舗（金沢コンサルティングプラザ）
をオープン致します。金沢にお越しの際には是
非お立ち寄りください。

棚田君／2 月 5 日に二男が結婚式を挙げました。
高野君／高岡鍋まつりに家内と娘が来て、楽しく
美味しい鍋をたくさん食べることができました。
感謝。
柳澤君／誕生日祝有難うございます。
塩崎(吉)君、吉田(雅)君／皆出席祝有難うございま
した。
中野君／本日途中退席を願います。

本日のプログラム

社会奉仕クラブフォーラム
出席報告
7/1 期初 70 名 (内名誉会員 2 名)
正会員／74 名 出席免除／6 名 (本日出席 1 名)
本日の出席率／73.9％ 前々回出席率／100%

健康ランド遊湯 参加者 16 名

田中会員の三連覇達成！！

優 勝 田中 哲
準優勝 前川俊朗
3 位
中川 潔

第 3172 回例会

2 月 16 日（木）

司会 塩崎(有) 会場監督 点鐘 花田 会長
ロータリーソング／四つのテスト
会長挨拶／報告
■誕生祝 駒井宏君
〔2／16・62 才〕
松田有祐君 〔2／18・46 才〕
幹事報告
■理事会⇒2／16 13:30～ 桐の間
■次年度理事会⇒2／16 18:00～ 都万麻
■4 番ﾃｰﾌﾞﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 2／22 18:30～ ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝ

【理事会報告】
※第 3 回親睦ゴルフ兼
5RC 合同ゴルフ大会の件⇒承認
日 時：4／15(土) 11:32 スタート
場 所：高岡カントリークラブ頼成コース
会 費：6,000 円（5RC 合同ゴルフ大会）
3,000 円（親睦ゴルフ大会）
※チャーターナイト記念例会の件⇒承認
日 時：4／13（木）
例会 18:00～ 懇親会 18:30～
場 所：高岡大和 7F レストラン
会 費：6,000 円
※新会員推薦・承認の件⇒承認
千田祐司 氏 事業所：(株)せんだ
※板橋 RC 訪問時のお土産の件⇒承認
【報告】
※新年例会収支報告の件
※2017-18 年度地区ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員会
委員 塩崎吉康会員
※事務局員歓送迎会 3／30 日和 18:00～
※第二四半期収支報告
※ボーイスカウト助成金 20,000 円
社会奉仕委員会より支出
ニコニコＢＯＸ
＜ 13 件 36,000 円 ＞
荻布元会員／先日は麻雀大会に参加させていただ
きまして有難うございました。
花田会長／本日予定しておりました財務省主計局
主計官の廣光俊昭様が、急遽都合が悪くなりま
した。会員卓話に変更し、昨日、竹田さんにお
願いしたところ心より承諾いただき、ありがと
うございます。よろしくお願いいたします。
岡本副会長／竹田さん、突然の代打を快くお受け
いただき有難うございます。今日は宜しくお願
いします。
才高君／本日の卓話は、財務省の廣光氏に重要な
公務が入りピンチヒッターとして竹田会員にお
願いしました。前日のしかも昼過ぎに無理なお
願いをしたところ、快諾していただき感謝申し
上げます。
松原君／本日、卓話予定の財務省廣光氏が麻生財
務大臣国会レクチャーのため欠席となり、昨日、
急遽対応してくださった才高幹事、大島プログ
ラム委員長、竹田講師にお詫びと感謝、御礼申
し上げます。ありがとうございました。
金森君／麻雀大会、多数ご参加ありがとうござい
ます。おかげさまで、4 卓楽しく開催させてい
ただきました。
田中君／麻雀大会で 3 年連続のＶ3 達成。二次会
場では、いつもの通り惨敗です。
前川君／麻雀大会で田中さんに最後にまくられて
2 位になり田中さんの三連覇を許してしまいま
した。
伏江君／2／8～2／13 スリランカ世界遺産めぐり。
ダンブッラ石窟寺院、シーギリヤロック、キャ

ンディ観光、感動してきました。旅行一口メモ、
満月の日は宗教上のため、市内レストランは禁
酒でした。
塩崎(有)君／お詫びと訂正。先週ニコＢＯＸで世界
ジュニア女子で金メダル 2／5 の全日本女子ス
ケートフィギュアで初優勝した本田真凛ちゃん
の出身地について訂正させてもらいます。博労
校下清水町の出身ではなく小杉町橋下条から分
家で京都へ行かれたとのことで町内の本田さん
とは祖父さんが兄弟でした。私の早合点で申し
訳ありませんでした。
笹川君／皆出席祝をいただきました。
駒井君／誕生日プレゼントを頂き有難うございま
す。
福島君／先週、誕生祝ありがとうございました。

本日のプログラム

「“広報”あれこれ」
竹田光宏

会員

企業は市民社会の一員とし
て、経営理念や事業活動につい
て社会 との相互のコミュニケ
ーションをより一層図っていか
なければならない時代だ。企業
においての「社会への窓」、また
社会に対し「企業への扉」を開
いているのが広報である。そし
て、そのキーパーソンとなるのは広報マンである。
広報マンの資質・役割として求められるもの。
それはフェアな誠実さ、説明責任を担う使命感、
社内外を調整する情報コーディネート力、アップ
デートな時代感覚などが挙げられる。
経営トップに対しても、耳の痛い話ほど直言でき
る力量を備えていく不断の努力も必要になる。メ
ディアの特質を熟知し、その上でメディアとの真
の信頼に立った良好な関係性を築くことは、企業
価値を高めていくうえで極めて重要といえる。
メディアの世界は、新聞、ラジオ、テレビ、そ
してインターネットへと利便性と速報性に格段の
変化を遂げた。加えて、昨今のＳＮＳ、フェーク
ニュースの応酬など溢れかえる様々な情報に振り
回されかねない混沌とした時代にもなった。そう
したことを踏まえ、何が真実で本質はどこにある
のか、見極める力も非常に重要になっている。
広報マンに求められるスキル・資質を述べたが、
それはそのまま、あらゆる仕事そして生き方その
ものにも相通ずることと言えるのかもしれない。

出席報告
7/1 期初 70 名 (内名誉会員 2 名)
正会員／74 名 出席免除／6 名 (本日出席 2 名)
本日の出席率／82.8％ 前々回出席率／100%

