
 

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 

会長挨拶／報告 

幹事報告 

■誕生祝 

 

《1 月誕生祝》 

多田誠一郎 さん（1／ 1・74 才） 

若野 恒彦 さん（1／ 2・74 才） 

小間 茂雄 さん（1／ 6・71 才） 

林 成興  さん（1／ 8・45 才） 

四津谷 道宏さん（1／12・52 才）     

稲田 祐治 さん（1／14・65 才） 

山下 清胤 さん（1／18・67 才） 

藤田 益一 さん（1／21 72 才） 

中川  潔 さん（1／28・54 才） 

大川 英一 さん（1／28・55 才） 

長柄 洋一 さん（1／ 31・45 才） 

《2 月誕生祝》 

炭元 嘉雄 さん（2／ 1・74 才） 

山本 玲緒奈さん（2／ 8・42 才） 

柳澤 剣治 さん（2／11・56 才） 

駒井  宏 さん（2／16・66 才） 

■皆出席表彰 

《1 月表彰者》 

小間 茂雄 さん（34 年） 

鞍野 誠  さん（13 年）  

竹中 伸行 さん（10 年）  

《2 月表彰者》 

才高 人思 さん（17 年）         

塩崎 吉康 さん（17 年）  

坂林 永喜 さん（16 年）  

金森 健祐 さん（9 年）   

吉田 雅弘 さん（5 年）   

四津谷道宏 さん（2 年）   

 

《 ニコニコＢＯＸ 37 件 79,000 円 》  

河村会長／このまま春になれば、と願っていましたが 

結構降りましたね。でも春は着実に近づいています。 

もうあと一息ですね。 

谷道副会長／本番まで半年余り。70 周年の会議にご

参加いただき有難うございました。 

北野幹事／皆様、お久しぶりです。とうとう、おじい

ちゃんになりました。警戒レベル１になりましたが

気を引き締めて元気に過ごしましょう。 

山本（毅）君／今晩次年度理事会です。皆様よろしくお

願いします。 

加藤君／先月、30 日の大安。長男に第二子（男子 4 人

目の孫）が誕生しました。そして、コロナの状況を睨

みながらクラブ 70 周年行事に繋げるべく来る 4 月

10 日、高岡・氷見 RC ホスト開催予定の IM に向け

着々と準備が整ってきております。無事開催できま

すことを祈るとともに実行委員の皆様にはご苦労を

おかけ致します。 

吉岡君／この度、2 月 22 日（月）に幣金庫「美幸町支

店」がオープンいたします。コンサルティングルーム

やセミナールームを設置させていただきました。ご

愛顧の程宜しくお願い致します。 

菅野君／再び大雪となりましたが皆さん足元に気をつ

けてください。 

小間君／誕生日祝及び皆出席祝ありがとうございます。 

炭元君／誕生祝をいただき有難うございました。 

藤田君／誕生日祝いを頂き有難うございます。72 才こ

れからも頑張ります。感謝。 

中川君／誕生祝ありがとうございました。 

多田君／1 月元旦で満 74 才になりました。コロナに気

をつけて 1 年間がんばっていきたいです。誕生祝あ

りがとうございました。 

大川君／誕生祝頂きありがとうございました。 

稲田君／お誕生日プレゼントありがとうございます。

高齢者の仲間入りです。ワクチンの接種も…。 

四津谷君／誕生日プレゼントありがとうございます。

52 歳となりました。「人間 52 年下天の内をくらぶれ

ば夢幻のごとくなり」と敦盛を瑞龍の中心で叫びた

くなりました。 

2020‐21年度 【ガバナー／八塚 昌俊】                         第 332４回 

高 岡 ロータリークラブ              202１／2／1８ 

会長／河村 拓栄 幹事／北野 繁                         No.９ 

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 



塩崎（吉）君／皆出席のお祝い有難うございました。「17

年」長いようであっという間でした。 

鞍野君／皆出席祝い頂き有難うございました。13 年経

ちました…。 

竹中君／皆出席祝い有難うございました。 

金森君／皆出席ありがとうございます。 

4 番テーブル（炭元・室崎・稲田・北村・福田・渡辺・

石崎・白川・荒井（公）会員）／4 番テーブル皆出席

です。 

5 番テーブル（小間・藤田・牧野・板谷・鞍野・吉岡・

竹田・山下・岩本会員）／5 番テーブル全員出席です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《2/18 理事会報告》 

＊新会員承認の件…承認                  

安田 勇（やすだ いさむ）           

事業所：伏木万葉埠頭バイオマス発電合同会社 

役 職：社長（職務執行者） 

職業分類：電気供給 

推薦者：島尚之・菅野克志 

＊ボーイスカウト助成金の件…承認 

社会奉仕より 20,000 円支出 

＊国泰寺 緑陰講座「禅の行」協賛の件… 

社会奉仕より 10,000 円支出 

＊2021 年 3 月以降の例会開催の件…承認 

2021 年 2 月 15 日から 3 段階ある県独自の警戒レ

ベルを「ステージ 1」と警戒レベルが緩和されまし

た。このような状況下で 3 月以降の例会の是非と

開催方法について 

※「ステージ 1」 

 外出：平日・週末、昼・夜を問わず ○ 

 県外への移動：緊急事態宣言対象地域以外 ○ 

 接待を伴う飲食店の利用：○ 

 大規模イベント：段階的に緩和（国の指針を踏ま

え対応） 

 休業要請：行わない（感染防止対策の徹底） 

① 簡易例会 弁当もしくは食事 

② 通常例会  

③ 取消 

⇒通常例会の形式で開催する。欠席者についは

「国際ロータリー理事会の決定事項に基づき出

席免除扱い」とする。 

次回 2 月 28 日開催予定の簡易例会の弁当は、例

会後持ち帰られるか、例会後例会会場にて食べら

れるのも可とする。 

＊2021 年 4 月 1 日板橋 RC 姉妹締結記念例会 

⇒通常例会にて開催予定。食事は中華料理（飲茶等）

卓話：パスト会長による姉妹締結に関して 

  

＊2021 年 4 月 8 日チャーターナイト記念例会 

 日時：4 月 8 日（木）18:00 

例会：18:30 チャーターナイト記念懇親会 

 場所：ホテルニューオータニ高岡  

14F フォーシーズン 

 会費：10,000 円 

 開催の是非及び会費の徴収の是非について 

⇒開催場所を 14 階「フォーシーズン」を予定してい

ましたが、ホテル側から、感染対策が」十分に行

えないとのことで４階「鳳凰の間」に変更。但し、

既に仮予約が他所から入っているので、不都合の

場合日程変更等で対応する。会費については、委

員会費及びクラブ会費に余剰が見込まれ、徴収し

ないこととする。    

＊理事会開催時間変更の件…承認 

 2021 年 3 月 18 日（木）開催予定の理事会につい

て開催時間を 13:30 から 12:00 に変更。 

  

報告事項 

＊2020-2021 年度 年末夜間懇親会 収支報告 


