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会長／谷道 伸也 幹事／島 尚之

例会日：木曜日 12:30～13:30 創立：１９５１／１１／１５

司 会 勝山 会場監督 点 鐘 谷道 会長
国歌斉唱
ロータリーの目的／四つのテスト
ゲスト
◇富山第３グループ
ガバナー補佐 花木 直二氏（新湊中央 RC）
会長挨拶／報告
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
■皆出席表彰
松原 吉隆さん（29 年）室崎 靖さん（24 年）
牧野
明さん（19 年）山本 毅さん（18 年）
中川
潔さん（12 年） 多田 誠一郎さん（11 年）
吉岡
周さん（9 年） 竹田 光宏さん（6 年）
高木 章裕さん（5 年） 石崎 仁康さん（3 年）
中沖
雄さん（3 年） 山本 玲緒奈さん（2 年）
牧野 正広さん（1 年） 松井 克仁さん（1 年）
野崎 広一郎さん（1 年）
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
幹事報告
■8 月のロータリーレート 1＄＝133 円
（7 月ロータリーレート 1$＝136 円）
■配布⇒ロータリー財団 寄付金領収証
クラブ活動計画書
■本日例会終了後 ⇒ 理事会（桐の間）
■山本年度決算報告（塩崎直前幹事）
委員会報告
■70 周年記念誌（小間会員）
■親睦委員会（二口委員長）
⇒第一回親睦ゴルフ大会報告
■ロータリーの友紹介（四津谷委員長）

＜
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16 件 58,000 円

＞

花木ガバナー補佐／1 年間お世話になります。よろしく
お願い致します。
谷道会長／ガバナー補佐花木直二様、歓迎いたします。
卓話楽しみにしております。4 日の早朝例会、納涼
ゴルフにご参加いただき有難うございました。また
7 日の古城公園の清掃活動にも多くの方にご参加い
ただき有難うございました。
塩崎副会長・菅野君／花木ガバナー補佐、クラブ訪問あ
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りがとうございます。
納涼例会のホッピーを木舟町の「山町茶屋」にて引き
取ってもらいました。皆様「山町茶屋」へお越しくだ
さい。お待ちしております。よろしくお願いします。
島幹事／花木ガバナー補佐、高岡 RC へようこそ！
若野君／本日、記念誌の配布でお陰様で 70 周年事業が
完結いたしました。足掛け 4 年長い道のりでした。
皆様の協力に感謝いたします。小間さん！何度もダ
メだし致しました。御礼あるのみです！花木さん！
ようこそ！
小間君／ようやく出来ました。
山本（毅）君／本日、70 周年記念誌の配布と決算報告
を行います。これをもって、昨年度の事業をすべて
完了することができました。大変充実した内容の記
念誌であり、80 周年での重要な資料となります。小
間部会長ご苦労様でした。決算についても、予算内
に収めて、谷道年度への繰越金と将来のための特別
基金を残すことができました。これも一重に皆様の
御協力のお陰です。本当にありがとうございました。
花木直二ガバナー補佐ようこそお出でいただきま
した。よろしく御指導ください。皆出席祝ありがと
うございます。
高木君／去る 8 月 9 日に開催した「高岡南部地域活性
化推進協議会 地域部会フォーラム」には、当クラブ
からも大勢のご来場をいただきありがとうござい
ました。お陰様で盛会裏に終了しました。御礼申し
上げます。皆出席表彰ありがとうございます。
二口君／7 月 28 日の納涼夜間例会並びに 8 月 4 日の第
1 回親睦ゴルフに多数ご参加いただき有難うござい
ました。
松井君／チューリップテレビ高岡支社が 8 月 22 日か
らホテルニューオータニ高岡 2F に移転します。ロ
ータリーにお越しの際にでもお気軽にお立ち寄り
ください。
室崎君／皆出席祝を頂きありがとうございました。
牧野（明）君／皆出席表彰ありがとうございます。
吉岡君／本日は「皆出席祝」を頂きまして有難うござい
ます。今後も皆出席できるように頑張ります。
「谷道
丸」のご活躍を祈念致します。
竹田君／皆出席表彰いただき有難うございました。
田中君／本日早退のお詫び。

プログラム
＜ガバナー補佐卓話＞

花木

直二 氏

今年度富山第３グループガバナー補佐を拝命されまし
た新湊中央ＲＣの花木直二と申します。
１年間お世話になります。どうぞよろしくお願いいた
します。
はじめに「ガバナー補佐の最低資格要件とその他の資
格要件」に絡めて自己紹介をさせていただきます。
先ず「ガバナー補佐の最低資格要件」として
①少なくても３年間、会員の義務をはたしていること。
②会長を１年以上務めたことがある。
の２つがあります。
４０年前に新湊ＲＣに入会。９年間在籍し新湊中央Ｒ
Ｃ創立時に移籍。２１年在籍。
職業分類は損害保険。出席率 100％を維持。
小さいクラブのため会長は２回経験しています。
次に「ガバナー補佐のその他の資格要件」として
③ロータリーに関する知識（方針やオンラインツール
の知識を含む）があること。
④リーダーシップのスキルと資質があること。
⑤地区行事に定期的に参加していること。
③は▲、④は×、⑤は〇かなと自己診断しています。
以上、最低資格要件は何とかクリアーしていますが、そ
の他の資格要件はまことにお粗末です
至らぬ点が多々ありご迷惑をお掛けすることもあると
は思いますが、よろしくお願い申し上げます。
なお、若野会員・炭元会員は高校の同期なので心強く思
っております。
次にガバナー補佐の主な役割ですが、以下のようにな
っています。
●担当クラブにガバナーの基本方針の浸透を図り、ク
ラブの活動意識を鼓舞する。
●担当クラブを定期的に訪問し、クラブの活動状況に
ついて話し合う。
●目標に向けたクラブの進捗について定期的にガバナ
ーに伝える。
●地区活動へのクラブの参加を奨励する。
ここまでは、皆様のご協力をいただきながら、何とかこ
なしていけるかなと思います。
●クラブの現状評価を行い、成功に向けた方策につい
てクラブリーダーを指導する。
これは、私にはとても高度で荷が重い役割で、
「クラブ
リーダーを指導する」と言うのは畏れ多いことと思い
ますが、今後報告いただく他クラブの貴重な活動事例
や私のとぼしい知識や経験からお役に立つことがあれ
ば、お伝えしていきたいと思っております。

さて、今年度２６１０地区のテーマは「ロータリーと共
に」です。
黒川ガバナーはこのテーマに基づく行動として
「２６１０地区の全クラブの「満足度」をアンケート方
式で調査し地区として支援策を考え、地区として行動
を起こす。問題があれば、地区と各クラブとが一緒に解
決策を模索する。
」とされています。
貴クラブにおかれましても、このテーマに沿った活動
を実行されますようお願い申し上げます。
次に今年度の主な活動方針ですが、以下の方針が打ち
出されています。
●国際ロータリーの最重要課題である「ポリオ根絶」に
むけての行動として
「地区のクラブメンバー全員一人一人が折鶴を１個折
って頂く。
千羽鶴を２個作成し、パキスタン・アフガニスタンへガ
バナーが持っていく。」
これは、クラブ全員のポリオ根絶への思いの意識づけ
としての意味で行うとされ ております。
● 公共イメージの向上
会員増強の一環としての「公共イメージの向上」の活動
を各クラブで進めていただきたい。
地区の活動としては、10/22・23 の地区大会開催時にセ
ントラムの車両マッピングや富山城のプロジェクショ
ンマッピングが企画されています。
● 地区組織についての主な方針は以下の通りです。
1 危機管理委員会の強化 RI にはセクハラ・パワハ
ラ等に厳格な基準がある
各地区委員長と外部有識者で構成する。
2 RLI 委員会の改革 クラブ会長エレクトの研修の
場との位置付ける
3 会員増強委員会の強化 女性会員の比率アップを
目指す
4 社会奉仕・国際奉仕委員会 ロータリー財団地区補
助金を利用した行動を重視しクラブの活性化を図る
5 地区がバナー事務所の固定化 経費の大幅削減と
事務手続きの固定化を図る
6 少人数クラブへの支援を検討 事務局の代行サー
ビス等
（６４クラブ中２０人以下のクラブが１/３です。）
最後に高岡ロータリーに対する印象を申し上げますと、
流石に創立７０年の伝統あるクラブとしての存在感が
窺われ、活動内容、クラブ組織、例会の雰囲気に模範と
すべき点が多く感じられました。

