
新会員プロフィール       

氏  名：渡辺 誠（52 才） 

職業分類：【合成ゴム製造】 

勤 務 先：日本ゼオン(株)高岡工場 
役  職：高岡工場長 

入 会 日：2015 年 8 月 20 日 
 

 

 

 

 

 

   
出席報告    7/1 期初 70 名 (内名誉会員 2 名)  

正会員／70 名  出席免除／4 名 (本日出席 1 名) 

本日の出席者 (MU 含)／57 名  

本日の出席率／85.07％ 前々回修正出席率／100%    

         

 

司会 塩崎（吉）会場監督 点鐘 本間 会長 

ロータリーソング 

ゲスト たかまち鑑定法人株式会社 

    代表取締役 服部恵子 氏 

ビジター 高岡西 RC 1 名     

会長挨拶／報告 

■誕生祝 須河宗昭君〔8／22・70 才〕  

■皆出席表彰  

松原吉隆君〔22 年〕 室崎 靖君〔17 年〕 

石橋正好君〔14 年〕 牧野 明君〔12 年〕 

山本 毅君〔11 年〕 須河宗昭君〔6 年〕 

中川 潔君〔5 年〕  多田誠一郎君〔4 年〕 

三上貞則君〔3 年〕  吉岡 周君〔2 年〕 

草木 健君〔1 年〕  棚田淳一君〔1 年〕 

山田彰弘君〔1 年〕 

■渡辺誠新入会員にエンブレム等贈呈 

幹事報告 

■配布／ロータリーの友 8 月号、ガバナー月信 8 月号 

    R 財団確定申告用寄付金領収証 

■理事会⇒8/20 13：30～ HN ｵｰﾀﾆ 藤の間 

■4 番 TM⇒8/20 ドルチェヴィータ 18：30～ 

■M・5 番 TM⇒8/20 古城亭 18：30～ 

委員会報告 

■雑誌…ロータリーの友 8 月号紹介 

■環境保全…9/6(日)前田公墓所清掃奉仕のお知らせ 

ニコニコＢＯＸ  ＜  13 件     52,000 円   

地区大会実行委員長 高畠様（白山 RC）／前期地区大

会実行委員会の皆様方の御指導を頂き準備を進めて

まいりまして、先般案内パンフレットの配布まで出来

ました。有難うございました。最後まで気を抜かずに

頑張りますので御指導よろしくお願いします。 

本間会長／服部恵子様ようこそ高岡ロータリーへお越

しくださいました。本日はどうぞよろしくお願い致し

ます。 

山本（毅）君／服部先生をお迎えして。皆出席表彰有難

うございます。 

中川君／軽井沢遠征ゴルフに参加して頂いたメンバー

の皆様有難うございました。参加出来なかったメンバ

ーも次回の親睦ゴルフの参加よろしくお願いします。 

塩崎（吉）君／去る 8 月 6 日 本間年度第 1 回親睦ゴル

フにて、想定外の優勝をいたしました。ダブルパーや

トリプルボギーなど乱れたホールがすべてはまりま

した。これも休憩中の程よいアルコールとなにより同

伴のメンバー津嶋さん、山本さん、中川さんのお陰で

す。心より感謝です。有難うございました。 

 また、会場の軽井沢 72 北コースが高原のさわやかな

空気につつまれて大変素晴らしいゴルフ場でした。中

川親睦委員長、道中北陸新幹線のなかでの飲食の手配

ご苦労様でした。どうも有り難うございました。 

山本（政）君／先日の第 1 回親睦ゴルフで藤田年度の取

切頂きました。有難うございます。資格者が私だけで

したので少し申し訳なく思っております。 

松原君／7/31 イセ食品主催の『アセアンたまごサミット

（15 ヵ国 250 人参加）』に出席し、安倍首相がご挨拶

で、互いに国際奉仕、友情、親睦をと、ロータリー精

神と同じような言葉を唱え、更に日本とのパートナー

シップの意義を力強く発信され、会場内から割れんば

かりの拍手と歓声が起き、アセアンの皆様の着けられ

たバッジから、ロータリアンが多いことも感じ、安倍

首相のスピーチに感激、身震い致しました。皆出席祝 

 有難うございます。 

須河君／誕生祝、皆出席祝をいただき感謝申し上げます。 

吉岡君／本日は皆出席祝有難うございました。今年も皆

出席出来るように頑張ります。 

草木君／皆出席表彰有難うございます。 

棚田君／1 年無事に出席出来ました。有難うございまし

た。 

山田君／1 年間皆出席させていただきました。有難うご

ざいます。 

山口君／前回誕生祝有難うございました。 

 

 

 

2015-16年度 【 ガバナー/柳生好春 】  第 3104回例会 
 

高 岡 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ  2015／8／20 
会長／本間比呂詩 幹事／鞍野誠       
 
                         

例会日：木曜日 12:30～13:30 創立：1951(Ｓ.26)／11／15 チャーターＮ：1952(Ｓ.27)／4／15 創立順位：No.68 

Be a gift to the world 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCNbl-oTZ2cYCFcehlAodVNYK8Q&url=http://www.okazakihome.jp/staffblog/category/%E7%8F%BE%E5%A0%B4%E8%A6%8B%E5%AD%A6%E4%BC%9A/page/9/&ei=GISkVdb5HcfD0gTUrKuIDw&bvm=bv.97653015,d.dGo&psig=AFQjCNHFYo4eM1ElfEzrQOgDwD-8Iutd1Q&ust=1436931191795519


本日のプログラム 

『空き家』にまつわる活動 

～不動産鑑定とまちづくり活動から～ 

服部恵子 氏 
こんにちは。高岡市で不動産鑑定業

を営んでおります服部恵子と申し

ます。不動産鑑定士という資格を取

得して約 15 年になります。平成 19

年に商工会議所青年部に入会・活動

を始めた事を契機に私のまちづく

り活動が始まりました。現在は「高

岡まちっこプロジェクト」と名付けたチームでまちづく

り活動を行っております。 

 当プロジェクトの目的は「若者のまちなか居住の推進」 

です。まちなかに若い人が多く住むとどのように変化す

るのでしょうか。例えば万葉線沿線エリアに人口が増え

ると万葉線の利用者が増えて増便され利便性の高い街

になります。例えばものづくり、伝統産業が特色の高岡

に作家さんやデザイナーさんが移住したり芸術系の学

生さんが大学卒業後も高岡で住み続ければ、高岡の産業

も衰退を食い止めたり更なる活性化も期待出来ます。例

えば現在多く存在する空き家の利活用が進めば空き家

が減り地域の人口も増えます。更にリノベーションと呼

ばれるような魅力的な再生が展開されれば街に新しい

性格が生まれ、移住先や働く場所として選ばれる街にな

る、つまり市場性が高まります。実際、全国にはそのよ

うな街がどんどん増えつつあります。 

 当プロジェクトのメンバーは日々そんな事を各自想

い描きながら「若者のまちなか居住」「まちなか活性化」

を目的に動き回っています。 

 これまで当プロジェクトチームではシェアハウスや

戸建住宅での共同生活、コミュニティカフェ、町家体験

ゲストハウスに取り組んでまいりました。自らが事業主

となって進めたものもあればお見合いのように仲立ち

しただけのものもあります。最近は学生部隊が中心とな

って、小学生向けの夏休み合宿や他の事業主様からのご

依頼でワークショップの運営も展開しています。 

 そのモチベーションは何か?発表を通じて感じていた

だけたら嬉しいです。 

 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【理事会報告】 

※砺波 RC 創立 60 周年記念式典の件 

⇒祝儀 10 万円承認  

※2016-17 年度派遣交換学生推薦の件 

   ⇒柳沢智也さん推薦承認 

 ※前事務局員本間さんの賞与・給与 8 月分 

クラブ負担の件⇒承認 

 ※米山奨学生 Olena さんに対する「クラブ支援」の件 

    ⇒支援決定 各会員 12,000 円寄付 

 ※会員退会の件⇒草木健会員 9/30 付退会承認 

 ※新会員推薦・承認の件⇒承認 

    加越能バス(株)代表取締役社長 稲田祐治 氏 

 ※職場例会の件⇒承認 

   10/8（木） 

チューリップテレビ放送センター見学 

 

 

  今後のプログラム等予定 

8/27  伏木高等学校 IAC 活動報告等 

9/3   読売新聞社金沢支局長 大森亜紀 氏 

9/10  会員 竹中伸行 氏 

 9/17  (株)ブルーコムブルー 

     代表取締役 松田英昭 氏 

9/24  会員 加茂輝隆 氏 

10/1  飲食店経営サポートとやま 

会長 鎌谷隆一 氏 

10/8  職場例会 

10/15 富山大学芸術文化学部准教授 

              辻合秀一 氏 

10/22 金沢大学大学院教授 佐藤純 氏 

    （米山奨学生 Olena さんの指導教授） 

   

 

 

前田公墓所清掃奉仕 

とき／9 月 6 日（日） 7：00～8：00 

集合／前田公墓所周辺 

  ※ 軍手・鎌は、各自持参ください。   

※ クラブ定款第 9 条第 1 節 a 5 により 

メークアップとなります。 

 

 

  

10年前の交換留学生Aaronがフィアンセ直前（？）

のガールフレンドと一緒に遊びに来たため 

8 月 16 日 当時のホストファミリー家族、会員有志

合計 11 人で歓迎会を催しました。 

現在はソフトウエアのエンジニアだそうですが 

日本語も更に上達し将来は日本人妻と共に日豪の

架け橋になることも夢ではなさそうです。 

高岡ロータリーの皆さんによろしく、とのことで

したが交換留学生の大成功例 Aaron に今後も期待

したいものです。    

元カウンセラー 室崎 靖 

 

 

 


