
司 会 四津谷 会場監督  点 鐘 河村 会長 

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 

（付き添い） 

＊富山大学大学院医学薬学研究部の外国人特別研究員  

               アラーナワズさん 

＊山本建設株式会社 代表取締役 山本 玲緒奈氏 

会長挨拶／報告 

■AI 体温検知カメラ 3 台の寄付について高岡市役所よ

り感謝状と記念品 披露 

 

 

■誕生祝 

加茂 輝隆さん（7／15・66 才） 

中沖 雄さん（7／18・58 才） 

上野 貴司さん（7／26・46 才） 

陸田 敦史さん（7／28・53 才） 

山口 洋祐さん（7／30・48 才） 

■皆出席祝 

田中 哲さん（18 年） 

中村 総一郎さん（13 年）   

加茂 輝隆さん（6 年）   

浅野 弘昭さん（4 年）   

島  尚之さん（4 年）   

■在籍年度数表彰 

本多 剛治さん（43 年）  

 

 

 

■新入会員紹介 会員章ほか贈呈 

＊山本 玲緒奈さん   

■米山奨学生ラヒール君に会長より奨学金のお渡し…

一言 

幹事報告 

■配布／卓上 ロータリーの友 7 月、会員証 

■ガバナー月信について、2020－2021 年度も、八塚ガ

バナーの「情報を入手する手段としてインターネッ

トの活用を推進します。」という方針の下、ＰＤＦ形

式での配信を行います。 

■7 月のロータリーレート 1＄＝107 円  

（6 月ロータリーレート 1$＝108 円） 

■例会終了後 ⇒ 理事会（桐の間） 

■例会終了後 ⇒ 新入会員オリエンテーション 

（藤の間） 

 

委員会報告 

■70 周年記念実行委員長（若野会員）…挨拶 

■前年度決算報告（北野幹事） 
■ＳＡＡ（四津谷会員）…テーブルマスター選任依 
 頼 
■雑誌（中野副委員長）…ロータリーの友 7 月号紹介 
■親睦活動委員会（勝山会員）…親睦ゴルフ案内 
 

＜ ニコニコＢＯＸ 28 件 93,000 円 ＞ 

齋藤直前ガバナー補佐／一年間お世話になりました。 

河村会長／一年間よろしくお願いいたします。 

谷道副会長／今年度副会長を拝命いたしました。会員

の皆様のご指導ご鞭撻を宜しくお願いいたします。 

北野幹事／こんな船出となりましたが一年間よろしく

お願いします。 

津嶋筆頭理事／新しい年度が始まりました。「With コ

ロナ」会長の船出を祝して！ 

永田君／“河村年度のスタートを祝”頑張ってください。 

塩崎（有）君／室崎丸の無事帰航を祝して。会長はじめ

執行部の皆さんご苦労様でした。大変な年度でした

ね。 

藤田君／河村丸の船出を祝福します。しかしコロナ禍

の天災にめげず新しいロータリーを創造してくださ

い。荒井さん、山岡さん、入会おめでとうございます。

感謝。 

加藤君／皆様お久しぶりです。河村年度のスタートを

お祝い申し上げます。そして、山本玲緒奈さん、ご入

会おめでとうございます。私事ですが、本年度は

2610 地区第 3 グループのガバナー補佐として、また、

前年度最終例会 駒井前副会長の締めの挨拶にもあ

りましたが今年 4 月には（株）研磨ックスがグルー

プとなり、コロナ禍にあって厳しい環境の中、共に頑

張っていきたいと思っております。試行錯誤の一年

になりそうですが、宜しくお願い申し上げます。 

室崎君／昨年に引き続き困難な状況ですが河村会長ロ

ータリーを盛り上げてください。 

2020‐21年度 【ガバナー／八塚 昌俊】                         第 3316回 

高 岡 ロータリークラブ              2020／7／16 

会長／河村 拓栄 幹事／北野 繁                        No.1 

例会日：木曜日 12:30～13:30 創立：１９５１／１１／１５  チャーターナイト：１９５２)／４／１５ 創立順位：No.68 



《新入会員のプロフィール》 

 

 

氏  名：山本 玲緒奈  

職業分類：建設請負業  

勤務先：山本建設（株） 

役  職：代表取締役  

入会日：2020 年 7 月 16 日 

田中君／青少年奉仕委員長として一年間よろしくお願

いします。皆出席表彰ありがとうございます。 

岡本（欣）君／河村会長、谷道副会長、北野幹事。より

良き年度でありますよう祈念しています。山本さん、

ようこそ高岡 RC へ。歓迎しています。岡本。 

中村君／河村年度の船出を祝して。皆出席祝、ありがと

うございます。 

駒井君／昨年度は大変お世話になりました。少し物足

りなさもありますが、ホッとした感じです。河村年度

の出航をお祝いして…。 

塩崎（吉）君／河村年度の出発をお祝いして。今年度、

副幹事とロータリー財団委員長を務めます。よろし

くお願いします。 

坪田君／今年度、出席委員長を拝命しました。一年間宜

しくお願いします。 

柳澤君／今年度、国際奉仕委員長を受けることになり

ました。よろしくお願い致します。あとチョットだけ

良い事がありました。 

二口君／今年度、ニコ BOX 委員長を拝命いたしまし

た。皆様の善意と笑顔が励みになります。貴重な例会

の場が盛り上がるよう一年間頑張りますので宜しく

お願い致します。 

陸田君／プログラム委員長を仰せつかりました。一年

間よろしくお願い致します。誕生祝、ありがとうござ

います。 

勝山君／今年度、親睦委員長を拝命いたしました。一年

間よろしくお願い致します。 

西村君／山本さんの入会を歓迎いたします。 

中野君／山本さんの入会、歓迎します。雑誌委員会、本

日、代理で「ロータリーの友」案内させていただきま

す。 

竹中君／山本さん、高岡 RC へ、ようこそ！よろしく

お願いします。 

稲田君／お久しぶりです。 

菅野君／皆さん、ご無沙汰しております。コロナが再拡

大していますが気を付けましょう。 

加茂君／誕生祝、皆出席表彰ともども有難うございま

す。 

山口君／誕生祝、ありがとうございます。 

浅野（弘）君／皆出席祝、ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 

 

            2020-21 年度 

            高岡ロータリークラブ 

 

会長 河村 拓栄 

 

新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るい、当

2610 地区でも会長エレクト研修セミナーや地区研修・

協議会も開催されないという異例の事態の中、2020－

2021 年度が始まりました。当年度の RI 会長であるホ

ルガー・クナーク氏は「Rotary Opens Opportunities」

（日本語では「ロータリーは機会の扉を開く」と訳され

ております）をテーマとして掲げられております。そこ

には、クナーク RI 会長のロータリアンとしての「私た

ちのあらゆる活動が、どこかで、誰かのために機会の扉

を開いています」という強い思いを感じられます。 

また、そういうクナーク RI 会長のお考えを受け、当

2610 地区八塚昌俊ガバナーは、今年度の地区活動方針

を「クラブの未来を考えよう」とされました。これは、

先のクナーク RI 会長が「未来のための革命」として「こ

の機会をとらえてロータリーを成長させ、より強く、適

応力を高め、中核的価値観により沿ったロータリーと

なるのです」と訴えたことに呼応した方針であると言

えるでしょう。つまりロータリー会員がこれからの発

展のために変化を受入れなければならず、またその方

法も学んでいくことこそが必要である、とクナーク RI

会長、八塚ガバナーは主張しておられるのだと思いま

す。 

私ども高岡ロータリークラブは、長い伝統を持ち優

れた品格を持つクラブである、と自他共に認めるクラ

ブだと考えております。出席率 100％を維持し、規律正

しい例会は、他クラブの方々から「ピシッとして緊張す

るような例会ですね」とよく言われます。ロータリーク

ラブとしての活動もクラブ会員お一人お一人の高邁な

意識の下、素晴らしい成果を挙げてきたと思っており

ます。勿論、それは「これまでは！」の話。これからが

どうなるか、どうしていくのか、が問われる時が来たと、

今回のコロナ騒動の中、私自身強く感じているところ

であります。 

個人の思いとは別に、時代は変化します。私ども高岡

ロータリークラブも変化せざるを得ない事が発生する

一方、変化させてはいけない事も必ずあると思います。

何を変え、何を変えない、いや変えてはいけないか、を

クラブ会員の皆様と考えながらの 1 年と思っておりま

す。そして最後は「やっぱり高岡ロータリークラブは楽

しいねぇ」と笑顔になっていただける 1 年にしたい、

と思っておりますので、会員の皆様からのより倍旧の

ご指導を賜りますよう心からお願い申し上げます。 



『 地区役員の紹介 』 

ガバナー補佐    加藤一博 

地区青少年奉仕部門 カウンセラー 永田義邦 

地区インターアクト委員会 委員長 才高人思  

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ＲＬＩ委員会      委員 藤田益一 

地区社会奉仕委員会     委員 浅野浩一  

地区国際青少年交換委員会  委員 高木章祐 

地区ロータリー米山記念奨学会委員会  

委員 谷道伸也 

              委員 菅野克志 

 

 

理事会報告 

《6 月 18 日(木)次年度理事会》 

◇米山奨学会クラブ寄付振り分けの件…承認 

現在クラブ寄付は 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。 

◇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 

◇委員会構成変更の件…承認 

 職業分類委員長：稲田祐治（伏江会員退会のため） 

 ロータリー情報副委員長：折井宏司（水持会員退会

のため） 

 職業奉仕委員会副委員長：竹田光宏（稲田会員と交

代） 

 米山記念奨学会副委員長：林成興 （㔟藤会員退会

のため） 

 出席委員：福田剛平（梶谷会員退会のため） 

 親睦委員：荒井公浩・山岡弘之（入会のため） 

 ロータリー情報委員：金森健祐（増員） 

 職業奉仕委員：稲田祐治（竹田会員と交代） 

環境保全委員：荒井公浩（入会） 

 会場監督委員：山岡弘之（入会） 

 退会：梶谷英治・伏江努・福島春夫・㔟藤和弘・山

本政則・水持雅芳・小竹晋吾 

◇年間計画表変更の件…承認                

◇事業計画・予算の件                  

 7 月 2 日・9 日・16 日通常例会。23 日（例会取消）

開催の是非について審議 

⇒7 月、8 月、9 月、10 月の例会については、原則

第 3 木曜日のみ。簡易例会とし、開催部屋・席の設

営・弁当等室崎年度最終例会に倣うものとする。 

 テーブル分けは、通常どおり行う。テーブルミーテ

ィングの開催については任意とする。 

 簡易例会開催日は、7 月 16 日、8 月 20 日、9 月 17

日、10 月 15 日。他は取消。 

 例会開催日に、理事会を開催。理事会の前か後かは

案内でする。 

 

◇納涼懇親会開催の件                  

 日 時：7/30（木）例 会：18:00～  

懇親会：18:20～ 

 開催の是非について審議⇒取消 

◇早朝例会の件 

 日 時：8/6（木）6:00～6:20 座禅堂にて座禅 

          6:30～6:40 例会（大茶道） 

6:40～7:00 卓話 

（四津谷道宏氏） 

7:00    閉会 

 開催の是非について審議⇒取消 

◇第 1 回親睦ゴルフの件                  

日 時：8/6（木） 

 場 所：軽井沢方面（予定） 

開催の是非について審議 

⇒遠征は中止とする。経済を回すこともロータリー

クラブとして大事。 

 県内のゴルフ場で親睦ゴルフを開催。日時、場所は

親睦委員会に任せる。その後の懇親会は行わず、成

績発表は例会時に行う。 

◇ホテルニューオータニ高岡から、例会会場費及び会

議室会場使用料についてのお願い。 

提示額（通常料金）の半額をニューオータニ高岡の担

当者から提案。 

 ⇒河村次年度から、次年度以降継続して支払うこと

なので慎重に対応したい。例年どおり例会・理事会を

開催すると約 170 万円の負担となる。1／4 でと回答

はしてあるが、未回答とのこと。  

◇事務局員昇給の件 

  

 その他 

 ・追加議案として 70 周年実行委員会組織（案）を上

程 

報告事項 

＊出席規定免除の件 

 クラブ定款第 9 条第 3 節（ｂ）項適用により今年度

理事会で承認 

 本多剛治会員・飴谷清会員・花田修一会員 

＊5ＲＣ会長幹事会議報告 

・7/3（金）高岡 4ＲＣ市長マスコミ表敬訪問（本年

度は市長訪問のみ） 

・5ＲＣ合同ゴルフ大会 

2021/5/中旬日曜日以外を予定し、段取りする（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。（中止の方向で協議） 

＊高岡市国際交流協会  

年会費…国際奉仕より 20,000 円支出 

＊射水神社奉納書道展 

 協賛金…社会奉仕より 10,000 円支出（中止） 

 



＊地区インターアクト助成金 

 従来は、台湾 2 名、オーストラリア 1 名で助成をし

ていたが、地区方針通り、昨年度よりオーストラリ

ア 2 名の助成をする。 

＊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 

 ガバナー補佐     加藤一博 

 地区青少年奉仕部門  カウンセラー 永田義邦 

 地区インターアクト委員会  委員長 才高人思  

 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ＲＬＩ委員会       委員 藤田益一 

 地区社会奉仕委員会      委員 浅野浩一  

地区国際青少年交換委員会   委員 高木章祐 

地区ロータリー米山記念奨学会委員会  

委員 谷道伸也 

                委員 菅野克志 

＊皆出席記念品の件 

＊誕生記念品の件 

 

《7 月 16 日(木)理事会》 

◇新会員承認の件…承認 

 ＊吉井 治 

事業所  ：株式会社北陸銀行 

役職   ：執行役員 高岡地区事業部本部長 

職業分類 ：普通銀行 

推薦者  ：永田義邦・多田誠一郎 

 ＊岩本 聡 

  事業所  ：北日本新聞社西部本社 

  役職   ：常務取締役西部本社代表 

  職業分類 ：新聞 

  推薦者  ：西村博邦・加藤一博 

◇2020-2021 年度収支予算の件  

 ⇒2021 年 2 月開催予定の IM について予算 0 円と

なっているが、開催決定時に予備費から支出するこ

ととする。 

◇ホテルニューオータニ高岡から、例会会場及び会議

室会場利用料の件 

 ⇒（諮問委員会への諮問事項） 

 現時点では承諾、承認とはせず、7 月～10 月分の利

用料については、利用料ではなく、ホテルニューオー

タニ高岡に対する支援金として 1／4 相当額を支払

うものとする。11 月以降については、次年度会長も

交え交渉する。 

 

◇例会取消に伴い、ホテル利用券（金券）配布の件 

 例会取消により、1 回あたりの食事（2,000 円相当）

の負担がなくなりました。そこで、月あたり例会取消

回数分の食事相当分を会員にホテル利用券（金券）に

て還元いたしたいと思います。 

⇒有効期限の確認（コロナ渦が収まらないと使用し

ようと思わないので） 

ニューオータニクラブの金券も検討する。 

現時点では結論を出さず、会員各位の意見の聴取等

を行い熟慮する。 

会場の変更も検討事項とするが、富山の各 RC のホ

テルの利用状況を聴取し検討することとする。 

◇古城公園清掃中止の件…承認  

 日時：2020 年 8 月 2 日（日）6:30～8:00 

 場所：古城公園本丸広場 

◇2020―2021 年度インターアクト年次大会中止の件

…承認 

 日時：2020 年 9 月  

◇ガバナー公式訪問・ガバナー補佐訪問の件 

 日時：2020 年 10 月 8 日（木）予定 

 2020-21 年度の地区運営方針によりガバナー公式訪

問を①オンライン（WEB 会議）にて開催する②ガ

バナーメッセージを録画した DVD を例会時に視聴

する形式の連絡がありました。 

10 月 15 日（木）開催の例会時に DVD を視聴する

形式を採用したいと思います。 

また、例年ガバナー公式訪問の前に行われるガバナ

ー補佐訪問は行われないとのことです。 

⇒10 月 15 日例会開催時にオンラインで（WEB 会

議）ができるか、ガバナー事務所に確認し、可能であ

ればオンラインで行うこととする。 

DVD を例会で視聴するのではなく、会員に動画配

信することとする。 

◇伏木 IAC への活動助成金の件…承認 

 青少年奉仕より 200,000 円支出 

◇創立 70 周年積立資金を年度末まで預り金として運

用する件…承認 

 

報告事項 

＊第 1 回懇親ゴルフ大会 

 日時：令和 2 年 8 月 6 日（木） 10:52 スタート 

場所：小杉カントリークラブ 

＊派遣交換学生募集の件     

 

 

 


