
 

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 

会長挨拶／報告 

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

■誕生祝 

高木 章裕 さん（9／3・51 才） 

金森 健祐 さん（9／24・58 才） 

■皆出席祝 

谷道 伸也 さん （20 年） 

岡本 欣治 さん （16 年） 

中野 健司 さん （15 年） 

大川 英一 さん （7 年）  

坪田 伊歩 さん （6 年）   

二口  真 さん （3 年）  

  福田 剛平 さん （3 年）   

勝山 英和 さん （2 年）   

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 

■退会される陸田さんに記念品の贈呈 

■米山奨学生ラヒール君に会長より奨学金のお渡し…

一言 

 

◇会葬の挨拶…花田将司様、花田喜代美様 

 

幹事報告 

■配布／ ロータリーの友 9 月 

5RC 会員名簿  

高岡熱中寺子屋の案内 

 

■9 月のロータリーレート 1＄＝106 円  

（8 月のロータリーレート 105 円） 

■次回 10／15 例会は 2610 地区 八塚ガバナーオンラ

イン挨拶がございます。 

■10 月例会からネクタイ着用 

■赤い羽根共同募金 

■理事会⇒例会終了後（桐の間） 

■70 周年講演会委員会 会議・懇親会 

⇒本日 日和 18：00～ 

■70 周年祝賀会、記念式典委員会 合同会議・懇親会 

⇒本日 寿文 18：00～ 

委員会報告 

■雑誌（吉岡委員長）…ロータリーの友 9 月号紹介 

＜ ニコニコＢＯＸ 17 件 98,000 円 ＞ 

河村会長／陸田さん色々ありがとうございました。今

後も宜しくお願い致します。 

谷道副会長／皆出席ありがとうございます。 

北野幹事／新型コロナウイルス感染も下火になってき

たようです。気を緩めずに行動をしましょう。 

谷道・田中・牧野君／70 周年の準備もいよいよ佳境で

す。皆さんの協力をお願いします。 

塩崎（有）君／先日発布された呉羽カントリークラブ会

報“呉羽だより”に開場 60 周年記念コンペに出場し

たチャーターメンバーとして雨合羽を着て不格好な

ティーショット写真が載りました。現在唯一人のチ

ャーターメンバーとなってしまいました。 

塩崎（吉）君／来る 9 月 19 日（土）呉羽同好会ゴルフ

開催します。お陰様で良い天気になりそうです。まだ

2 枠空いております。参加できる方はご連絡くださ

い。よろしくお願いします。 

二口君／先月の親睦ゴルフコンペで図らずも初優勝さ

せていただきました。賞品も妻と一緒に美味しくい

ただきました。また、本日、皆出席祝ありがとうござ

いました。 

菅野君／新総理大臣が誕生しました。日本の国が良い

方向に進むことを祈念して！ 

荒井（公）君／”高岡熱中寺子屋第 9 期”後程ご案内させ

ていただきます。皆様のご参加をお待ちしておりま

す。 
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訃報 

当クラブの会員 花田 修一 様（享年 66 才）が、

8 月 24 日にご逝去されました。 

ここに謹んでお悔やみ申し上げます。    合掌 



金森君／誕生日祝ありがとうございます。 

高木君／誕生日お祝いをいただき有難うございます。 

本多君／在籍年度数表彰ありがとうございました。合

唱。 

中野君／皆出席表彰を頂き有難うございます。 

大川君／皆出席祝い頂き、ありがとうございます。 

坪田君／皆出席を頂き有難うございます。 

 

理事会報告 

＊2020 年 9 月 3 日次次年度会長候補者選考委員会

開催結果の件 

 ⇒選考委員会にて谷道伸也会員が次次年度会長候

補者として選出されたことを西村委員長より報告

がなされました。 

＊会員退会の件…承認                    

 上野 貴司 会員 2020 年 9 月 30 日付退会 

 事業に専念する必要が生じ、ロータリークラブの

活動との両立が図れなくなったため。 

＊会員退会の件…承認                    

陸田 敦史 会員 2020 年 9 月 30 日付退会 

人事異動のため   

＊新会員承認の件…承認                    

井畠 克昌（いばた かつまさ） 

事業所  ：北日本放送株式会社 

役 職  ：事業本部営業局高岡支社長 

職業分類  ：放送局 

推薦者  ：竹中伸行・石崎仁康 

＊委員会構成変更の件…承認 

プログラム委員長：森田清司 

（陸田会員退会のため） 

プログラム副委員長：岩本聡 

（副委員長補充のため） 

親睦委員：山本玲緒奈・吉井治・岩本聡 

（入会のため） 

＊2020 年 11 月以降の例会の開催の件…再審議 

 2020 年 10 月末日までは第 3 木曜日に月 1 回の例

会の開催の予定。 

 2020 年 11 月以降の例会の開催の是非について… 

    10 月１日に臨時理事会を開催し再協議 

 ⇒開催回数、内容、会場の検討をするにあたり検

討・判断基準の準備をし、再協議することとする。 

＊年末夜間例会開催の件…再審議 

日 時：12 月 17 日（木） 

例 会：18:00～  

懇親会：18:20～ 

⇒開催会場のホテルニューオータニ高岡の感染対

策等を聴取し、再協議とする。 

＊新年初例会の件 

日 時：2021 年 1 月 7 日（木） 

参 拝：18:00～  

例 会 18:20～  

懇親会：18:30～ 

場 所：射水神社 

⇒開催会場の射水神社の感染対策等を聴取し、再協 

議とする。 

＊ホテルニューオータニ高岡から、例会会場及び会 

議室場利用料の件 

7 月、8 月の利用料については請求がありませんでし 

た。ホテルニューオータニ高岡より、今月 9 月以降 

は正規料金の 1/4 を支払うよう連絡がありました。 

⇒今後の対応については継続的に交渉を行うものと 

する。 

（報告事項） 

＊第１回親睦ゴルフ大会収支報告           

臨時理事会報告 

＊2021-22 年度地区リーダー・委員長承認の件…承認 

 ・地区 RLI 推進委員会ディスカッションリーダー部

リーダー：藤田 益一 会員 

 ・地区インターアクト委員会 

委員長：才高 人思 会員 

＊2020 年 11 月以降の例会の開催の件…承認 

 2020 年 10 月末日までは第 3 木曜日に月 1 回の例会

の開催の予定。 

 2020 年 11 月以降の例会の開催の是非について 

 ⇒11 月・12 月については、月 2 回（第 1 木曜日、

第 3 木曜日）に通常例会として開催する。食事は感

染対策をして通常どおりする。 

 1 月以降は月 4 回を目指すが、感染状況をみて理事

会で再度審議する。 

＊年末夜間例会開催の件…承認 

日 時：12 月 17 日（木） 

例 会：18:00～  

懇親会：18:20～ 

⇒配偶者同伴例会を予定していたが、懇親会場の感

染対策の関係で、会員のみの懇親会とする。例会は

懇親会場で行う。イベントについては、感染対策を

して行う。友好店については、今回はご遠慮しても

らう。 

入室時の検温、消毒の徹底をする。感染対策のため

のテーブル上のアクリル板の設置をホテル側に強く

要望する。 

＊新年初例会の件…継続審議 

日 時：2021 年 1 月 7 日（木） 

参 拝：18:00～  

例 会：18:20～  

懇親会：18:30～ 

 場 所：射水神社 

⇒射水神社の懇親会場の感染対策の徹底を検証し、

参拝の是非と感染対策を確認する。次回理事会で再

審議することとする。 

＊ホテルニューオータニ高岡から、例会会場及び会議

室場利用料の件 

 ⇒今年度は、利用料等は発生せず例年どおりとする

回答があったと報告 



  

その他 

① 10 月 28 日（水）開催予定の第 2 回親睦ゴルフの表

彰式・懇親会をホテルニューオータニ高岡にて行

う。 

②令和 3 年 2 月開催予定の麻雀大会は中止とする。 

③ロータリー財団、米山財団の寄付を早急に募る準備

をする。 

 


