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国内創立順位・1489

例会

◇点 鐘
◇国歌斉唱
◇ソング
“四つのテスト”
◇ゲスト並びにビジターの紹介
ゲスト：富山第４分区ガバナー補佐 澤田 喜朗 様
受入交換留学生 アイザック・フローリック君
ビジター：高岡西 RC 1 名
◇会長挨拶並びに報告
皆さんこんにちは。本日は、ガバナー補佐の澤田様を
お迎えしております。また、ビジターの在田さま、よう
こそお越しくださいました。例会前に澤田様と懇談をし
ていましたが、ロータリー財団の寄付が、3 年前から
1 人あたり 150 ドルとなっているそうで、今年からその
ようにしていきたいと思いますので、よろしくお願いい
たします。
◇アイザック君に奨学金、ホストファミリーに謝礼を
お渡しする。
～アイザック君より一言～
皆さんこんにちは。ごめんなさい、まだ、日本語上手
じゃないですが、頑張ります。日本での活動を楽しんで
います。昨日スパーランドへ行きました。それは、楽し
かったけど、ちょっと怖かったです。土曜日は文化祭で
した。それも楽しかった。私は日本食大好き。カレー、
たこ焼き、うなぎが大好き。学校は面白いです。数学は
楽しい、でも古典は難しいです。私は、毎週青木先生と
日本語を勉強しています。とても助かります。毎週金曜
日銭湯に行きます。とても気持ちいいです。毎週新しい
経験と思い出がいっぱいです。ありがとうございます。
◇吉谷奈艶子会員に第 1 回 RLI 終了証をお渡しする。
◇委員会報告
＊長澤雑誌委員長よりロータリーの友「10 月号の紹介」

10 月

7 日（月）

◇幹事報告
１） 例会前に澤田ガバナー補佐と懇談をしてまいりま
した。
２） 例会終了後、理事会を開催いたします。
３） 次週 10 月 14 日（月）は法定休日のため休会です。
４） 10 月 21 日（月）はハロウィン夜間例会です。時間
は 18：30 からになり、場所の変更はありません。
５） 赤い羽根共同募金にご協力お願いします。
６） 回覧：①10/21（月）ハロウィン夜間例会の出欠
確認表
②10/21（月）第 75 回北麗グリーン会の出欠
確認表
７） 配布：①ガバナー月信 NO.3・4
②会報 NO.8、9、10
③ロータリー米山記念奨学会より 2019-20
年度版 豆辞典
④2019-20 年度 会員名簿
⑤10/28（月）ガバナー公式訪問のご案内
◇在籍表彰
野尻信晴 君（２８年） 板坂敏雄 君（２７年）
片岡長司 君（ ２年）
◇結婚記念日祝い
金森哲司 君（１０日、５４年）
田辺千秋 君（１０日、４６年）
宮田義弘 君（１５日、４２年）
松長一雄 君（２５日、５６年）
◇誕生日祝い
藤井 均 君（ ２日）田辺千秋 君（１０日）
紺谷司郎 君（２２日）
◇出席報告

出席者 29 名 メイクアップ済 0 名

名誉会員

会員数

本日の出席率

1名

40 名

87.88 ％

9/9 例会
修正出席率
80.0 ％

◇本日のプログラム（担当：会長・幹事）
「ガバナー補佐訪問に因んで」
富山第 4 分区ガバナー補佐 澤田喜朗 様
こんにちは皆さん。南砺ロータリークラブ、ガバナー補
佐の澤田です。朝晩だいぶ涼しくなってきました。日中
は暑かったり寒かったり、寒暖の差が激しいです。体調
管理には十分にご留意ください。
皆さんの顔を拝見すると、知っている方も多くいらっ
しゃいます。吉谷さんに半年ほど前に、ご講演を賜りま
した。その節はありがとうございました。唐澤さんから
のご紹介でした。水上さんは、20 年ほど前に富山第一銀
行福光支店におられ、大変な活躍をされて、とんとん拍
子に出世されました。私がチューモクに入って入れ違い
でしたが、益々のご活躍をお祈りします。
今日は唐澤さんがいらっしゃらないですが、役員もし
ていただいています。皆さんには大変ご協力をいただい
ています。高岡西 RC の在田さんがいらっしゃるので、
同じことを申し上げるのは心苦しく、また、八塚ガバナ
ーエレクトがいらっしゃるので、緊張しています。次年
度から変更する点が多々ありますので、高岡北 RC の皆
さんがスクラムを組んで八塚ガバナーエレクトを支えて
ください。藤井さん、地区幹事ということで、よろしく
お願いいたします。
「ロータリーは世界をつなぐ」というテーマですが、持
続可能な変化を求めるために周りの方と手を取り合って
行動しようということです。我々（We）というのは、ロ
ータリーファミリーをもっともっと広げようとのことだ
と考えます。奥様、お子様、会社の社員などを呼び込ん
で行うことです。職業分類は関係なく、善良で高潔でリ
ーダーシップがあれば、誰でも良いとのことですので、
ロータリーファミリーの和を広げていきたいと思います。
アメリカでは夫婦で入っている方も多いです。一緒に活
動することで、
共有の時間を持つということが大切です。
これから若い人を勧誘するには、その点も考慮してはど
うでしょうか。松本ガバナーは「一歩前進しよう」と地
区目標をもっておられます。前年踏襲は後退に他ならな
いとも言っております。目標では、ロータリー財団の寄
付 150 ドルなどあります。強制ではないのですがご協力
をお願いします。
地区の重点課題が 4 つあります。クラブ戦略計画の策
定、マイロータリーの登録率の増進、RLI の参加奨励・
普及促進、ロータリー賞への挑戦です。一つ目のクラブ
戦略計画の策定は、
それぞれのクラブの現状分析を行い、
良いところ、得意なところを伸ばし、大枠を設定し、方
向性を示し、新たに進めていってほしいと思います。詳
しくは活動計画書をご覧下さい。
日本のロータリーの人数は約 9 万人です。日本にはゾ
ーンが 3 つあり、2610 地区は第 2 ゾーンです。ひとつ
のゾーンを維持するためには 3 万 5 千人のロータリアン
が必要ですが、3 つのゾーン合わせて、1 万 5 千人足り
ません。この 2610 地区でも、3 千人に増やそうという

計画があります。64 クラブありますので、年間 1 人純増
し、5 年間で達成する計算です。
数値的な目標では、マイロータリーの登録です。高岡
北 RC は 2 名です。ここを半分にしてほしいです。ロー
タリー賞の挑戦にマイロータリーの登録という項目が在
りました。今はありません。これは当然登録しているも
のとみなされているからに他ありません。
以上、皆様のご協力をお願い申し上げます。
◇ニコニコ BOX 報告
富山第４分区ガバナー補佐 澤田 喜朗 様：
ガバナー補佐訪問に伺いました。本日よろしくお
願いいたします。
宮田会長：ガバナー補佐澤田喜朗様、本日はよろしくお
願いします。
八塚昌俊君：富山第 4 分区ガバナー補佐澤田様、補佐訪
問御苦労様です。例会時の卓話、楽しみにしてい
ます。
藤井 均君：①富山第４分区ガバナー補佐澤田様、よう
こそお越し下さいました。
②万葉 RC、北 RC 合同ゴルフ懇親会に参加して
いただきありがとうございました。
③今年度第1 回北麗グリーン会を10 月21 日に開
催します。
多くの会員の参加をお待ちしています。
紺谷司郎君：誕生日の祝いをいただいて。
水上豊治君：8 月のお盆から 1 ヶ月入院して例会に出れ
ませんでした。健康の大切さについて考えた 1 ヶ
月でした。
島 幸美君：10 月 1 日より富山市根塚に富山営業所を開
設いたしました。小さな事務所ですが、コツコツ
と営業していきたいと思いますので、皆様どうぞ
よろしくお願いします。
野尻信晴君：村牧さんにお世話になりました。神田正輝
さんと松田聖子さんらしい人がおられました。
【今年度ニコ BOX 累計額 304,000 円】
〓 ７月定例理事会の報告 〓
１．会員退会の件・・・保留
＊中村あずさ会員（退会の意思を魚住幹事に伝える）
２．インターアクト海外研修の件・・・承認
＊2020 年 3 月 24 日(火)～3 月 30 日(月)
７日間「オーストラリア」
→高岡向陵高等学校より、2 名の参加者の希望あり
＊インターアクト予算 140,000 円
３．ロータリーダイナーズクラブカードの件
・・・承認
＊クラブカードを作ることにより、振込み手数料が
かからず、なおかつ、カード利用額のポリオ基金に
0.3％がポリオ撲滅支援に繋がる
４．PETS 実行委員会設置の件・・・承認

