
 

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 

坪田 伊歩 さん（10／3・51 才）  

西村 博邦 さん（10／5・65 才）   

北野  繁 さん（10／7・60 才）   

板谷  聡 さん（10／13・65 才）  

岡本 一剛 さん（10／18・48 才）  

永田 義邦 さん（10／19・82 才）  

菅野 克志 さん（10／21・55 才）  

■皆出席祝 

炭元 嘉雄 さん（31 年） 

 津嶋 春秋 さん（30 年） 

大谷 嘉一 さん（19 年） 

 荒井 毅  さん（18 年） 

 山口 洋祐 さん（6 年）  

 柳澤 剣治 さん（6 年）   

 杉林 政孝 さん（2 年）   

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 

 

■米山奨学生ラヒール君に会長より奨学金のお渡し…

一言 

■次年度理事候補選任の件…《選挙 or 指名》 

クラブ細則第 2 条第 1 節 

指名委員会による選任とすることについて出席会員 

の承認を得る 

定足数…会員総数の 1／3 以上（第 5 条第 3 節） 

幹事報告 

■配布／ ロータリーの友 10 月 

ロータリー米山記念奨学 豆辞典 

■10 月のロータリーレート 1＄＝105 円  

（9 月のロータリーレート 106 円） 

■理事会⇒例会終了後（桐の間） 

委員会報告 

■SAA…テーブルマスター選任のお願い  
■雑誌（吉岡委員長）…ロータリーの友 10 月号紹介 
■70 周年実行委員会…スローガンのお願い 
■親睦委員会（勝山委員長）…第二回親睦ゴルフ大会 

10 月 28 日（水）9：30 呉羽カントリークラブ集合 
 立山コース 10：05 スタート 
 表彰式・懇親会は 18：00～ 

（HN オータニ高岡 4Ｆ“瑞竜”）  
 

 
 
    

《 ニコニコＢＯＸ 13 件 38,000 円 》  

河村会長／コロナの中、頑張りましょう。八塚ガバナー

有難うございました。 

北野幹事／誕生日お祝い有難うございました。 

津嶋筆頭理事／「歩いて手繰る立山黒部ジオパーク見

聞録」が発売されました。本日の読売新聞を見てくだ 

 

2020‐21年度 【ガバナー／八塚 昌俊】                         第 3319回 

高 岡 ロータリークラブ              2020／10／15 

会長／河村 拓栄 幹事／北野 繁                         No.4 

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 

◇ガバナー公式訪問（リモートにて） 

2020-21 国際ロータリー第 2610 地区ガバナー  

八塚 昌俊 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇加藤ガバナー補佐挨拶 

 

 



さい。皆出席表彰ありがとうございます。 

稲田君／お久しぶりです。何とかやっています。 

菅野君／11 月から隔週例会になるとのこと。楽しみに

しております。 

二口君／先月 19 日に開催された呉羽同好会ゴルフコ

ンペで天気とメンバーに恵まれて優勝することがで

きました。有難うございました。 

永田君／誕生日のお祝いをいただきまして有難うござ

いました。 

西村君／誕生祝ありがとうございます。65 才になりま

したが、まだまだ青年のつもりで来年の富山マラソ

ンに向けて走っています。 

板谷君／誕生祝ありがとうございます。行政からもお

祝いに介護保険証と高齢者インフルエンザ予防接種

票が届きました。 

坪田君／誕生祝いをいただき有難うございました。 

炭元君／皆出席祝いをいただき有難うございます。 

山口君／皆出席祝い有難うございます。 

柳澤君／皆出席祝い有難うございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事会報告 

＊RI 第 2610 地区 2020-2021  

富山第 3・4 グループ 合同 IM 開催の件…承認 

日 時：2021 年 4 月 10 日（土）15:00～17:00 

場 所：高岡文化ホール 大ホール 

＊2021-22 年度 地区委員会委員就任の件…承認 

地区危機管理委員会委員 才高 人思 会員 

地区国際少年交換委員会委員 高木 章裕 会員 

＊定款第 6 条第 1 節（C）項により例会取消の件 

…承認 

日時 2020 年 11 月 12 日（木） 

  2020 年 11 月 26 日（木） 

  2020 年 12 月 10 日（木） 

  2020 年 12 月 24 日（木） 

11 月 5 日・11 月 19 日・12 月 3 日・12 月 17 日開

催予定の例会については、欠席されても出席扱いと

する。 

＊新年初例会の件…承認 

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 

⇒友好店については、ご遠慮とする。 

＊理事会開催時間変更の件…承認 

令和 2 年 11 月 19 日（木）開催予定の理事会につ

いて開催時間を 13:30 から 11:30 への変更。 

その他 

＊2021 年 4 月に開催予定の利長公シンポジウムにつ

いては、地区 IM の開催月と重複し、70 周年事業と

の兼ね合いで中止とする。正式には後日の理事会に

て議案上程する。 

    
 


