
 

司 会 四津谷 会場監督  点 鐘 河村 会長 

国歌斉唱／ロータリーソング 

ロータリーの目的／四つのテスト 

ゲスト／ 

米山奨学生 アスラム ムハンマド ラヒール君 

会長挨拶／報告 

◇誕生祝 

4 月お誕生日 

岩本  聡会員（4／20・61 才） 

松原 吉隆会員（4／21・74 才） 

竹中 伸行会員（4／24・58 才） 

津嶋 春秋会員（4／26・68 才）  

大谷 嘉一会員（4／26・66 才）  

5 月お誕生日 

立浪  徹会員（5／11・63 才） 

安田  勇会員（5／4・59 才） 

塩崎 吉康会員（5／16・58 才） 

牧野  明会員（5／25・67 才） 

室崎  靖会員（5／29・77 才） 

6 月お誕生日 

中野 健司会員（6／2・68 才）  

坂林 永喜会員（6／3・57 才）  

田中  哲会員（6／9・65 才）  

吉岡  周会員（6／13・69 才） 

折井 宏司会員（6／14・51 才） 

千田 祐司会員（6／15・52 才） 

塩崎 有克会員（6／16・90 才） 

山本  毅会員（6／20・68 才） 

浅野 弘昭会員（6／23・64 才） 

河村 拓栄会員（6／24・62 才） 

福田 剛平会員（6／29・48 才） 

◇皆出席表彰 

5 月皆出席表彰 

塩崎 有克会員（36 年）  

前川 俊朗会員（28 年） 

西村 博邦会員（25 年）  

北村 耕作会員（5 年）  

岡本 一剛会員（5 年）  

千田 祐司会員（4 年） 

長柄 洋一会員（2 年） 

6 月皆出席表彰 

若野 恒彦会員（31 年） 

折井 宏司会員（2 年） 

～～・～～・～～・～～・～～・～～・～～・～～ 

◇本日ご入会者…多田会員より紹介 

        赤塚和則新入会員の入会挨拶 

        新入会員に会員章ほか贈呈 

◇本日ご入会者…小間会員より紹介 

        宮城孝一新入会員の入会挨拶 

        新入会員に会員章ほか贈呈 

～～・～～・～～・～～・～～・～～・～～・～～ 

◇退会される吉田さんと塚田さんに記念品贈呈 

〈退会の挨拶〉 

 吉田 雅弘会員 

 塚田 修司会員 

◇米山奨学生ラヒール君に会長より奨学金のお渡し… 

ラヒール君より一言 
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《新入会員プロフィール》 

 

氏  名 赤塚 和則 

職業分類 無機工業製品製造 

勤 務 先 日本曹達株式会社高岡工場 

役  職 工場長 

入 会 日 R3.6.17 

《新入会員プロフィール》 

 

氏  名 宮城 孝一 

職業分類 合成ゴム製造 

勤 務 先 日本ゼオン株式会社 

高岡工場 

役  職 工場長 

入 会 日 R3.6.17 



 

 

◇ロータリー財団からフェローピンの贈呈 

 ポールハリスフェロー 北野 繁会員  

◇4 月 25 日開催されました RLI 研究会 

パートⅢ修了証の贈呈    山本 毅会員 

 

幹事報告 

◇本日 13：00 例会終了後～⇒理事会（桐の間） 

◇本日 13：30 理事会終了後～⇒次年度理事会（桐の間） 

◇6 月ロータリーレート1＄=109円（5月 1＄=109円） 

◇次週 6／24 例会は、クラブ定款第６条第１節 C によ

り取消。 

《ニコニコＢＯＸ 24 件 81,000 円》  

河村会長／コロナで始まりコロナで終わる事になって

しまいました。一年間皆様にはご迷惑のかけ通しで

した。改めて感謝とお詫びを申し上げます。山本次

年度会長がんばってください。 

谷道副会長／一年間ありがとうございました。本日、バ

ッチを交替させていただき、ほっといたしました。

次年度も宜しくお願いいたします。 

北野幹事／最終例会です。一年間色々お世話、ご協力あ

りがとうございました。 

室崎君／河村会長、コロナ禍での困難なクラブ運営大

変お疲れ様でした。昨年度私も会長として同様な経

験をしましたが、それでも４ヵ月だけで、丸々一年

間の河村会長のご苦労とは大違いでした。執行部の

皆様にも感謝と慰労を申し上げます。 

山本（毅）君／河村丸御苦労様でした。いよいよ次年度

が始まります。皆様よろしくお願いします。お誕生

日祝い有難うございました。 

塩崎（吉）君／一年間どうも有難うございました。河村

会長おつかれ様でした。次年度は山本会長のもと幹

事を務めます。みなさま宜しくお願いします。 

吉岡君／一年間、雑誌委員長を務めさせて頂きました。

有難う御座いました。また本日は誕生祝を頂きまし

て有難う御座いました。 

加茂君／河村会長、コロナ禍の中ご苦労様でした。 

竹中君／吉田さん、塚田さん、お世話になりました。宮

城さん、赤塚さん、ようこそ高岡 RC へ。誕生祝あ

りがとうございます。 

勝山君／赤塚さん、宮城さん、高岡ロータリー入会おめ

でとうございます。これからも宜しくお願いいたし

ます。 

吉田君／6 月 25 日をもってニューオータニ高岡の代表

取締役社長から取締役相談役に退きます。後任の社

長は現会員である竹田光宏さんになります。私は同

日をもって高岡ロータリークラブを退会し竹田氏

にニューオータニ高岡社長として高岡ロータリー

の会員として継続していただきますので宜しくお

願い致します。長い間お世話になり有難うございま

した。 

塚田君／人事異動で残念ながら高岡ロータリークラブ

を退会することになりました。大変お世話になり本

当に有難うございました。クラブの益々のご発展を

お祈りいたしております。 

70 周年実行委員会／頑張ってます！！皆様ご協力お願

い致します。 

浅野君／6 月 2 日に東京オリンピックの聖火 

ランナーとして高岡スポーツコアで聖火 

を繋いできました。走ることはできませ 

んでしたが大きな感動に包まれました。 

ぜひ、トーチを手に取っていただければと思います。 

菅野君／暑い季節になりました。熱中症に気をつけ

て！ 

塩崎（有）君／満 90 才の誕生日を祝っていただき有難

うございます。90 才（卆寿略九十）となり、あと何

年生きられるか有意義に過ごしたいと願っており

ます。皆さんのお陰様です。 

津嶋君／誕生日祝いを有難うございます。 

田中君／誕生祝ありがとうございます。 

千田君／誕生日祝い有難うございました。皆出席祝い

有難うございました。 

福田君／誕生祝ありがとうございます。 

山岡君／誕生祝を頂いて有難うございました。 

若野君／皆出席ありがとう御座います！ 

前川君／皆出席祝ありがとうございます。 

西村君／皆出席ありがとうございます。 

次年度三役紹介 

・会 長 山本 毅 

・副会長 加茂 輝隆 

・幹 事 塩崎 吉康 

 

 

 

 

 

次年度バッチ交換 

・本年度三役より次年度三役の方々にバッチの引継ぎ 

・本年度つとめて頂きました三役の方々に次年度三役 

よりバッチ授与・花束の贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河村会長より挨拶 

山本次年度会長より挨拶 

 



理事会報告 

＊会員退会の件…承認                      

 ・吉田雅弘会員 2021 年 6 月 25 日付退会 

         代表取締役社長交代のため 

 ・塚田修司会員 2021 年 6 月 25 日付退会 

         人事異動のため 

・会員事業所、役職、職業分類変更の件…承認                     

竹田 光宏 

事業所：株式会社ホテルニューオータニ高岡 

役職：代表取締役社長 

職業分類：ホテル 

＊新会員承認の件…承認                     

・野崎 広一郎 

事業所：読売新聞北陸支社 

役職：支社長 

職業分類：新聞 

推薦者：塩崎吉康・石崎仁康 

・松井 克仁 

事業所：株式会社チューリップテレビ 

役職：高岡支社長 

職業分類：テレビ放送 

推薦者：小間茂雄・山下清胤 

・牧野 正広（まきの まさひろ） 

事業所：北陸電力株式会社 高岡支店 

役職：理事 支店長 

職業分類：電気供給 

推薦者：島尚之・吉井治 

＊例会、諸行事取消に伴い発生する余剰金の取り扱い

の件 

  総額約 900 万円の余剰金の発生が予想されます。

2021 年 5 月 20 日開催の理事会にて、このうち 250

万円を 70 周年記念事業への別途積立金とすること

の承認をいただきました。 

差し引き金額の約 650 万円の取り扱いにつき以下

のとおりとしたいと思います。 

富山県へ 200 万円の寄附⇒200 万円の寄附 

高岡市へ 200 万円の寄附⇒100 万円の寄附 

板橋 RC へ 100 万円の寄附⇒100 万円の寄附 

⇒75 周年記念事業への積立金として 100 万円。 

残余については次年度への繰越金とする。 

以上のとおり承認 

報告事項 

 ＊ＩＭについての報告 

 

 

 

 

 

 

 

  次年度理事会 

＊理事の欠員による補填…承認 

・欠員 吉田雅弘会員（退会） 

・補填 竹田光宏会員 

＊2021-2022 理事・役員・委員会構成の件…承認 

・会場監督：竹田光宏(吉田会員退会のため) 

・プログラム委員会委員長：岩本聡(森田会員退会のため) 

・広報委員会委員長：四津谷道宏(塚田会員退会のため) 

・職業分類委員会副委員長：才高人思(吉田会員退会のため) 

・プログラム委員会副委員長：井畠克昌(岩本会員と交代) 

・広報委員会副委員長：中村総一郎(四津谷会員と交代) 

・地域発展委員会副委員長：荒井公浩(菅野会員と交代) 

・ニコニコ BOX 委員会副委員長： 

山本玲緒奈(白川会員と交代) 

・職業分類委員会委員：鞍野誠①(増員) 

・出席委員会委員：林成興(増員) 

・親睦委員会委員： 

安田、平瀬、宮城、赤塚、野崎、牧野、松井(入会) 

・ロータリー情報委員会委員：竹中伸行③ 

・広報委員会委員：立浪徹(追加) 

・職業奉仕委員会委員：荒井毅(追加) 

・青少年奉仕委員会委員：中野健司(追加) 

・国際青少年交換委員会委員：山岡弘之(追加) 

・米山奨学会委員会委員：中川潔(追加) 

・RLI 委員会委員 :板谷聡(追加) 

退会：吉田雅弘、浅野浩一、渡辺敦夫、森田清司 

塚田修司 

＊2021-2022 例会日及び取消の件…承認 

＊2021-2022 年間計画・予算（案）の件…承認  

＊例会について…承認 

 ・7 月 1 日理事、役員挨拶 

 ・7 月 8 日ガバナー補佐訪問 

（例会取消でも訪問あり） 

   11:30～クラブ協議会開催 

（会長,幹事,五大奉仕委員長） 

 ・7 月 15 日ガバナー訪問 Zoom にて 

   会長幹事懇談会 Zoom にて 

 ・7 月 22 日 例会取消 

＊社会奉仕活動のメーキャップの件…承認 

・前田公墓所清掃…9 月第１日曜日（予定） 

・古城公園清掃 …8 月第１日曜日は中止決定 

＊納涼夜間例会の件…承認 

 日時：7 月 29 日(木)18:00～ 懇親会 18:20～ 

＊早朝例会の件…承認 

 日時：8 月 5 日(木)6:00～6:20 座禅堂にて座禅 

          6:30～6:40 大茶道にて例会 

           6:40～7:00 卓話:四津谷道宏氏 

          7:00    閉会 

 

 

 

 



＊第一回親睦ゴルフの件…承認 

 日時：8 月 5 日(木) 

 場所：呉羽カントリー 

＊事務局員昇給の件…承認 

＊2021-2022 年間寄付金一括承認の件…承認 

＊米山奨学会クラブ寄付振り分けの件…承認 

クラブ寄付は１会員12,000円普通寄付をしているが

内 5,000 円を特別寄付に振り分ける。 

＊ロータリー財団寄付…承認 

年次寄付１会員 10,000 円。 

ポリオプラス寄付、恒久基金の取扱いについて 

＊創立 70 周年積立資金継続ならびに積立金 20,000 円

徴収の件…承認 

 

その他 

・定例理事会…毎月第 3 木曜日 

       時間は 13：30～（例会後） 

       次回今年度 7 月理事会 

7/15(木)13:30～桐の間（予定） 

報告事項 

＊出席規定免除の件…承認 

 本多剛治会員・飴谷清会員 

＊5ＲＣ会長幹事会議報告 

7/1（木）高岡 4ＲＣ商工会議所マスコミ表敬訪問 

8/3（火）新高岡市長訪問のみ 

＊5ＲＣ合同ゴルフ大会 

2020/5 月中旬日曜日以外を予定（未確定） 

 ホスト：高岡ＲＣ（キャディーが準備できるゴルフ場） 

 但し、中止の可能性あり。 

＊地区インターアクト助成金 

今年度は今のところ要請なし。 

＊卓話講師謝礼金・交通費・宿泊費の件（例年通り） 

謝礼金：原則 10,000 円（高岡クラブ会員はなし） 

交通費：原則 5,000 円（高岡クラブ会員はなし） 

5,000円以上かかる遠方からの場合はクラブで JR切

符を手配するか、JR 最寄りの駅から新高岡駅までの

電車料金（端数切上げ）を現金でお渡しする。  

宿泊費：原則クラブでＨＮオータニ高岡シングルを

手配する。講師側で用意されるときは一律 11,000 円

お渡しする。 

＊地区役員 

 ・地区インターアクト委員会 委員長 才高人思  

 ・地区 RLI 推進委員会ディスカッションリーダー 

リーダー 藤田益一 

 ・地区諮問委員会       委員 永田義邦 

・地区危機管理委員会     委員 才高人思 

・地区社会奉仕小委員会    委員 山口洋祐 

 ・地区国際青少年交換委員会  委員 高木章裕 

・地区ロータリー米山記念奨学会委員会  

委員 谷道伸也 

    

＊皆出席記念品 

  ワイン（若鶴） 

＊誕生記念品  

  錫製箸置き（竹中製作所）        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


