
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 

ビジター  横浜港南 RC1 名 

会長挨拶／報告 

■誕生祝 松原 吉隆君〔4／21・71 才〕 

竹中 伸行君〔4／24・55 才〕 

■皆出席表彰 

立浪  徹 君〔7 年〕 

山本 政則君〔6 年〕 

石崎 善朔君〔4 年〕 

■RLI パート 2 終了証のお渡し…藤田会員・加藤会員 

幹事報告    

■配布⇒ﾛｰﾀﾘｰの友 4 月号／ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信 4 月号 

■理事会⇒本日 13：30（桐の間・東） 

■新入会員ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ⇒本日 13：30（桐の間・西） 

■地区研修協議会⇒4／22 

（送迎車 11：45 HN ｵｰﾀﾆ高岡発） 

■次週 4／26 例会⇒4／28 利長ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑⅡとして変更 

委員会報告 

■雑誌…ﾛｰﾀﾘｰの友 4 月号紹介…加茂委員長 

■親睦…5RC 合同ｺﾞﾙﾌ大会結果…大川委員長 

■SAA…ﾃｰﾌﾞﾙﾏｽﾀｰ選任依頼 

 

 ニコニコＢＯＸ  ＜ 13 件 56,000 円 ＞ 

北見氏／本年度 横浜港南 RC 会長の北見と申します。

本日は宜しくお願い致します。 

立浪君／15 日、母の葬儀を家族葬で行なわせていただ

きました。ﾛｰﾀﾘｰの皆様には無礼失礼をおわび申し上

げます。“今まで母に尽くしてくれてありがとう。あ

なたたち息子 2 人の母でいられた事を誇りに思いま

す。ありがとう”母の遺書の末文です。合掌 

西村会長／4/15 の 5RC ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ参加された方々ご苦

労さまでした。本日は島会員による卓話です。宜し

くお願い致します。 

伏江副会長／島さん会員卓話よろしくお願いします。

4/15 5RC 合同ｺﾞﾙﾌ大会に参加された皆様大変お疲

れ様でした。引続き 5/9 高岡ﾗｲｵﾝｽﾞ対抗ｺﾞﾙﾌ大会よ

ろしくお願いします。 

竹中幹事／島さん本日は卓話よろしくお願いします。

横浜港南 RC 北見会長ようこそ高岡 RC へ。誕生祝

ありがとうございます。 

炭元君／先日の 5RC コンペお疲れ様でした。私とすれ

ば、出来すぎの成績であがることができました。5

人の選手の仲間入りが出来るなんて夢のようです。 

大川君／ﾁｬｰﾀｰﾅｲﾄ、5RC 対抗ｺﾞﾙﾌ、皆様多数のご参加

ありがとうございます。5RC 対抗ｺﾞﾙﾌでは団体優勝

は逃しましたが個人優勝は二口真さんとなり本当に

良かったと思います。5/9 ﾗｲｵﾝｽﾞ対抗ｺﾞﾙﾌ多数の参加

をお願い致します。団体優勝めざしてがんばりまし

ょう。 

二口君／4/15 の 5RC 合同ｺﾞﾙﾌ大会で図らずも個人優

勝することができました。お誘いいただいた皆さん

に感謝申し上げますとともに次回ﾁｰﾑ優勝を目指し

て頑張りたいと思います。 

稲田君／高速バスご利用のお客様のおかげで今年も 1

両購入することが出来ました。ありがとうございま

した。重ねてのご利用心よりお待ちしております。 

島君／本日、卓話をさせていただきます。お付きあい

宜しくお願いします。 

坂林君／皆出席祝ありがとうございました。 

大島君／早退します。すみません。 

加茂君／すみませんが本日早退させていただきます。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１７‐１８年度 【ガバナー／下口 幸雄】                         第３２２６回 

高 岡 ロータリークラブ              ２０１８／４／１９ 

会長／西村博邦 幹事／竹中伸行                      No. ３８

 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 

 

本日のプログラム 

          卓話：島 尚之 会員 

 

『高岡市衛生公社 60 周年の変遷』 

 

(株)高岡市衛生公社 60 年の変遷 

①(株)高岡市衛生公社の歴史 

家業は桶屋と農業。売り物である桶にし尿を集め、

周りの農家に分け与えたところ非常に喜ばれる。 

次第に収集を主にするようになり、『島農園』と名乗

る。昭和 28 年にバキュームカー富山県初のバキュー

ムカーを導入。同業者の増加と化学肥料の出回りに 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】  7/1 期初 72 名 （内名誉会員 2 名） 

正会員／73名   出席免除者／2名（本日出席0名） 

本日の出席者（MU 含）／62 名 

本日の出席率／87.3％  前々回修正出席率／100％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事会報告 

■新会員承認の件…可決 

 渡辺 敦夫 （わたなべ あつお）氏 ［５８才］ 

 事業所：日本曹達株式会社 高岡工場 

役 職：執行役員工場長 

職業分類：無機工業薬品製造 

推薦者：多田誠一郎会員・大島悦男会員 

■南砺ロータリークラブ創立５０周年の件…可決 

 日 時：6/2（土）式典 13:00～ 祝宴 17:00～ 

 場 所：式典 じょうはな座 祝宴 城端別院善徳寺 

 参加者：西村会長、永田パストガバナー 

 ご祝儀：20,000 円（当クラブ創立６０周年の時

20,000 円いただく） 

          永田パストガバナーは別途ご祝儀持参 

■ＩＤＭ開催の件…可決 

 日 時：5/17 日（木）18:30～ 

 場 所：ＨＮオータニ高岡 桐の間 

 講 師：北日本新聞社高岡支社長 駒澤信雄 会員 

 テーマ：「民意と歩む」政務活動費の不正の報道とマ

スコミの役割 

■最終夜間例会の件…可決 

日 時：6/21（木）例会 18:00～ 懇親会 18:30～ 

 場 所：ＨＮオータニ高岡 

 会 費：会員 10,000 円 夫人 8,000 円 

■瑞龍寺夢参道まち衆会 石灯籠寄付の件…可決 

 １基 300,000 円・・・地域発展より支出 

その他 

報告事項 

＊婦人の会旅行収支報告 

＊村谷ガバナー補佐訪問の件 

 5/10（木）11:30～ ＨＮオータニ高岡 桐の間 

＊新旧クラブアッセンブリー開催の件 

 5/31（木）13:30～ ＨＮオータニ高岡 桐の間 

＊瑞龍寺ライトアップと門前市協力金：7 万円・・・地

域発展より支出 

＊1 月～3 月四半期会計について 

 

 

より、島農園を中心に、高岡衛生舎、双葉農園、

高岡衛生、大八衛生、伏木衛生舎の 6 社が合併し

高岡衛生工業(株)を設立する。昭和 42 年、改正清

掃法の趣旨に沿った高岡市の指導の下、島田農園、

高岡衛生が高岡衛生工業(株)に合併、高岡市も資本

金を出資することとなり、社名を(株)高岡市衛生公

社とし、公社が正式に発足する。その後、廃棄物

処理法の制定を機に業務の多角化に取り組んでい

く。 

②各事業部紹介 

・環境事業部 

・高圧洗浄事業部 

・施設管理事業部 

・水処理事業部 

・構造物解体部 

・道路維持管理事業部 

・砺波営業所 

・ＴＥＫリサイクルセンター高岡 

③関連会社紹介 

・クリーン産業株式会社 

・富山グリーンフードリサイクル株式会社 

・富山ＢＤＦ株式会社 

・株式会社ネオ金沢 

④60 周年記念事業の紹介 

⑤最後に 

(株)高岡市衛生公社は高岡市のために日々努力し

て参りますので、これからもどうかよろしくお願

いします。 

 

 


