
司 会 中川 会場監督  点 鐘 西村 会長 

国歌斉唱／ロータリーソング 

ロータリーの目的 朗読／四つのテスト 唱和 

ゲスト   

米山奨学生 デサリー ナヌシ 君 

会長挨拶／報告 

■誕生祝 

  鞍野  誠  君〔３／２９・５７才〕 

梶谷 英治 君〔４／１・５６才〕 

吉村 秀男 君〔４／５・５９才〕 

谷道 伸也 君〔４／１１・６２才〕 

■会長エレクト研修セミナー報告…加藤会長エレクト 

■ナヌシ君に３月分の奨学金を渡す…一言挨拶 

幹事報告    

■配布／利長シンポジウムⅡのチラシ 

   ／2018-19 理事役員・委員会構成表 

   ／瑞龍寺春のライトアップと門前市のチラシ・ 

前売り券 

■委員長変更の件 

 プログラム…二口会員⇒牧野会員 

 ニコ BOX…高野会員⇒島会員 

■台湾東部地震被害の義援金について（一人 500 円） 

■次週 3／29 例会⇒例会取消 

■4／5 例会⇒板橋 RC との姉妹締結記念例会 

例会 18：00～ ／懇親会 18：30～（ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝ） 

■4／12 例会⇒チャーターナイト記念例会 

 例会 18：00～ ／懇親会 18：30～（大和ﾚｽﾄﾗﾝ） 

■5 番ﾃｰﾌﾞﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ⇒本日 18:30～ 割烹 翁 

         送迎車は 18:00 HN ｵｰﾀﾆ高岡発 

■6 番ﾃｰﾌﾞﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ⇒本日 18:30～  

日本料理 かわうち 

         送迎車は 17:30 HN ｵｰﾀﾆ高岡発 

■退会される高野会員に記念品贈呈、退会の挨拶 

委員会報告 

■地区研修・協議会のご案内…山本次年度幹事 

■利長公シンポジウムのご案内…山口地域発展委員長 

 

 

 

 

 

＜ ニコニコＢＯＸ  ＜ 15 件 47,000 円 ＞ 

西村会長／本日は梶谷会員より現下の経済金融状況に

ついて卓話をお願いいたします。 

伏江副会長／梶谷さん、卓話『最近の経済動向につい

て』よろしくお願いします。高野さん栄転、心から

お祝い申し上げます。9 か月間ニコ BOX 委員長大変

ご苦労様でした。 

竹中幹事／梶谷さん本日の卓話よろしくお願いします。

高野さん、お世話になりました。今後のご活躍をお

祈りしております。 

牧野君／梶谷さん、本日の卓話よろしくお願いします。 

金森君／梶谷さん、卓話楽しみにしています。 

梶谷君／めずらしく銀行員らしい卓話をさせていただ

きます。眠らずに 30 分お付合いください。誕生祝あ

りがとうございます。 

塩崎（有）君／昨日春分の日は結婚 56 周年になり久し

ぶりに 2 人で外で会食をして祝ました。ダイヤモン

ド婚（ｲｷﾞﾘｽ流 60 年）（ｱﾒﾘｶ流 75 年）まで頑張れる

かな！！ 

松原君／本日配布の 3／27 開催フォーラムは、4／28

利長公シンポジウムの講演コーディネータを務める

藻谷浩介氏が同様な役を務めます。フォーラムの目

的は自己満足で終わるのではなく、活用次第で目的

実現する有効な手段になりえます。身近な例で、世

界的建築家・安藤忠雄設計の福岡町カメラ館や、石

井知事を招いた RC フォーラムから、1～2 年後に具

体化実現しました。今回も国から 2 人の政策予算決

定キャリアをはじめ県・市、実践する民間有志が参

加されます。ぜひ、西村会長、竹中幹事はじめ、会

員皆様のご参加の返信をお待ちしております。 

加茂君／古城公園内の早咲きザクラに、カモの名前が

入りました。ぜひ一度ご覧ください。名前はコシノ

カモザクラです。 

高野君／大変お世話になりました。 

島君／高野さん、お疲れさまでした。来週から私がニ

コ BOX 委員長を引き継ぎますのでご安心ください。

まずは欠席しない事から頑張ります。 

二口（真）君／娘の大学進学がようやく決まりホッと

しています。現在娘の初めての 1 人暮らしに向け引

っ越し準備で大わらわです。 

荒井君／前々回、誕生祝を頂きました。いよいよ還暦

２０１７‐１８年度 【ガバナー／下口 幸雄】                         第３２２３回 

高 岡 ロータリークラブ              ２０１8／３／２２ 

会長／西村博邦 幹事／竹中伸行                      No. ３５

 Rotary：Making A Difference

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 

訃報 

花田修一会員のご母堂 花田チエ子様（享年９２才）

が３月１９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 



となりました。 

鞍野君／誕生祝を頂き有難うございます。 

吉村君／誕生祝、ありがとうございます。高野様、送

別会に出席できずに申し訳ございません。 

大川君／本日、途中退席させていただきます。 

 

 

 

 
 

 

 

【 理事会報告 】 

■会員退会の件 

高野 泉 会員 3/31 付退会（転勤） 

■新会員承認の件 

 陸田 敦史 （りくた あつし）氏 ［５０才］ 

 事業所：北日本放送株式会社高岡支社 

役 職：支社長 

職業分類：放送局 

推薦者：石崎善朔会員・竹中伸行会員 

■委員長変更の件 

 ・二口委員長退会のためプログラム委員長を牧野会

員（副委員長）に変更 

・高野委員長退会のためニコニコＢＯＸ委員長を島

会員（副委員長）に変更 

（4/1 より） 

■板橋 RC 姉妹締結記念例会の件 

 日 時：4/5（木）  18:00～ 例会 

           18:30～ 懇親会 

 場 所：ＨＮオータニ高岡 フォーシーズン 

 例 会：パンチャオメモリアル（国際奉仕担当） 

 会 費：5,000 円 

■地区研修・協議会登録の件 

日 時：4/22（日）次期クラブ会長会議 11:00～12:00 

           全体会議         13:00～17:00 

 場 所：富山県民会館 

 ホストクラブ：富山南ロータリークラブ 

 登録料：4,000 円 

 出席対象者：パストガバナー・次期地区正副委員長・

次期地区委員会委員次期（会長・幹事・会計・理事・

役員・各委員長）・入会 3 年未満の会員 

■職場例会の件 

日 時：5/24（木）12:30～ 

 場 所：ショウワノート 

■台湾東部地震被害の義捐金の件 義捐金会員 500 円     

 その他 

報告事項 

＊利長公シンポジウムⅡの件               

＊麻雀大会収支報告   

＊2018-19 年度地区委員会推薦の件 

 国際奉仕委員会副委員長 藤田会員（現委員） 

 インターアクト委員会委員 才高会員 

 国際青少年交換委員会委員 高木会員 

 ロータリー米山記念奨学会委員会委員 中川会員 

＊ボーイスカウト助成金 20,000 円…社会奉仕より支 

 出 

＊読売新聞「禅の行」広告費  10,000 円…社会奉仕よ

り支出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 
 

卓話：梶谷 英治 会員 

 

『 最近の経済動向について 』 

 

第６回日台親善会議 

開催日：3 月 1 日開催場所：台湾高雄市 漢来ホテル 

 

■永田パストガバナー・本多会員・若野会員・前川

会員が参加されました。 
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6 番テーブルミーティング 

開催日：3 月 22 日  

開催場所：日本料理かわうち 

高野会員 送別会 

開催日：3 月 26 日 開催場所：都万麻 
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