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例会

◇点 鐘
新原会長
◇ソング
“奉仕の理想”
◇ゲスト並びにビジターの紹介
ゲスト：RID2610 富山第４グループ
ガバナー補佐 山本 護 様
米山記念奨学生 イクバル・トゥーバ 様
◇会長挨拶ならびに報告
皆さんこんにちは。今日は、富山第 4 グループのガバ
ナー補佐、小矢部 RC の山本護様に訪問していただきま
して、クラブアッセンブリー例会を開催したいと思いま
す。山本様どうぞよろしくお願いいたします。
山本様はマジック（手品）の先生です。高岡地区にも
生徒さんがたくさんいらっしゃるそうで、また機会があ
りましたらご披露下さい。
今日は、米山奨学生のトゥーバさんの月 1 回出席され
る日です。毎月、待っていますので必ず出席をお願いし
ます。
短縮例会ですが、会員の皆様の活発なご意見をよろし
くお願いいたします。
来週 19 日は、当初祭日でしたが、オリンピックの関
係で平日になりました。例会を実施しますので、よろし
くお願いいたします。
◇幹事報告
１） 配布：①7/26（月）ガバナー公式訪問のご案内
２） 回覧：①会報 NO.1
②2022-23 年度 派遣交換学生募集要項
③バギオだより Vol.85 2021 年 7 月号
◇委員会報告
＊荒木雑誌委員長より「ロータリーの友」7 月号の紹介

7月

12 日（月）

◇イクバル・トゥーバさんに 7 月分の米山記念奨学金を
お渡しする。
皆さんこんにちは。私はパキ
スタン出身のトゥーバです。
富山大学に通っています。先月
は例会が無かったので、会えな
かった。今日は皆さんに会えて
嬉しいです。
奨学金ありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。
◇ニコニコ BOX 報告
富山第 4 グループ ガバナー補佐 山本 護 様：
ガバナー補佐訪問にちなんで。
新原会長：山本ガバナー補佐さん、今回の例会のクラブ
アッセンブリーよろしくお願いします。
八塚昌俊君：富山第 4 グループガバナー補佐山本護様、
ガバナー補佐訪問ご苦労様です。神野ガバナーの
補佐として一年間がんばって下さい。
野尻信晴君：証券会社で、インド株とイギリス株とコロ
ナ株を買うかな。
土曜日に、マスク美人、相撲を見に来とられまし
たネ。
【今年度ニコ BOX 累計額 45,000 円】
◇出席報告
名誉会員

出席者 28 名 メイクアップ済 0 名
会員数

1名
36 名
※Zoom 参加：0 名

本日の出席率
90.32 ％

6/21 例会
修正出席率
93.55 ％

◇本日のプログラム（担当：幹事）
「ガバナー補佐訪問」
富山第４グループ
ガバナー補佐
山本 護 様
皆さんこんにちは。小矢部から参りました、ガバナー
補佐を命じられ、初めて訪問です。非常に緊張しており
ます。皆様にご協力をいただきながら、楽しい訪問とさ
せていただきたいと思っております。
皆様、富山第 4 グループというのは、南砺 RC、小矢
部 RC、小矢部中 RC、高岡西 RC、高岡北 RC、氷見 RC、
氷見中央 RC の 7 つのクラブからなっております。
南砺 RC は小矢部川の支流にあり、小矢部へ流れ小矢
部 RC、小矢部中 RC を通り、高岡西 RC、高岡北 RC の
ある高岡へ流れ、伏木港に出て、氷見のほうにも流れて
おります。7 つのクラブが小矢部川で繋がっております。
少し環境問題について話をさせてください。1 万年前
の縄文時代の遺跡である桜町遺跡から発掘されたものは
後でお知らせしますが、
2000 年前までは小矢部川も綺麗
で、サケが遡上していました。産卵し小矢部川を下り、
日本海から太平洋まで出て行き、大きく育ちます。4～5
年後生まれた小矢部川へ戻ってきます。先ほど言った桜
町遺跡からサケの骨が発掘されています。現在は、小矢
部川に堰があり、南砺市にはダムもあります。なかなか
サケが戻るには厳しい環境になっています。
RI 会長のスローガンについて今年は、ロータリーの重
点目標と重点分野について挙げられています。今では平
和と紛争予防、疾病予防と治療、きれいな水と衛生、母
子の健康、基本的教育と識字率向上、経済と地域社会の
発展、6 つでしたが、今回から 7 つ目の環境が加わりま
した。なぜサケの話をしたかというと、小矢部川は高岡
までなら堰が無いので、訴状で来ますが、小矢部に入る
と 2 箇所も堰があるので難しいです。上流になるにした
がってダムもあり、厳しい環境です。
環境問題は決して、ゴミ拾いだけではなく、森林の問
題、暖冬の問題など、いろいろな環境問題について勉強
していただいて活動に結び付けていただきたいと考えて
おります。
高岡北 RC の活動状況についての説明：片岡幹事
会員数 36 名 名誉会員 1 名
・今年度の例会
クラブ独自の基準を設けて理事会で開催方法を判断。
現在は Stage1 なので、短縮例会を行っております。
ハイブリッド開催ですので、ガバナーの方針にも合致
していると考えます。
懇親会等はコロナウイルス感染拡大状況を踏まえて見
送っております。具体的には、高岡万葉 RC との合同懇
親例会について、今年度の開催は難しいが、合同ゴルフ
大会の実施は検討中です。

・外部団体への活動状況
高岡おとぎの森への植樹、アレッセ高岡という外国人
の子供たちへ支援している団体への支援、オタヤこども
食堂への支援をしております。
・当クラブの課題について
地区の方針の中の、クラブの危機管理と持続性の担保
について、PCP の策定が求められるとなっておりますが、
これについては、
当クラブでも策定を検討しております。
当クラブの最大の課題は、会員増強、退会防止となり
ます。会員は減少傾向で、若い会員がかなり少ない印象
となっております。会長・幹事としても、興味のある方
に声かけを行っています。会員の方で、このようにすれ
ばよいという提案があれば、ご発言下さい。
新原会長より
現在のコロナ禍において、会員増強はなかなか難しい
ので、
退会の防止に力を入れていこうと考えております。
例会も、弁当配布の短縮例会も良いのですが、少しずつ
前と同じような例会に戻したいと考えております。
山本ガバナー補佐より
会員増強、なかなか難しいです。会長がおっしゃって
いたコロナ禍においてというのはその通りだと思います。
しかし、それを口実にしないでがんばってほしいと思い
ます。私の所属する小矢部 RC の今年の会長、幹事は、
張り切っており、
ロータリー賞を取るという目標を掲げ、
会員純増 2～3 名という目標としています。7 月 1 日に 2
名の増強に成功しました。2 名とも若い方です。現在の
環境を口実にしないで下さい。
ロータリー暦は 33 年です。これまで 12 名の会員を入
会させました。その内 4 名は残念ながら退会されました
が、3 名は会長となりました。会員数 38 名の中で 8 名が
私が紹介した会員となります。
平生業成が大事だといいます。会員増強の委員長にな
ったから、会長になったからでは遅いです。3 年も 5 年
も前から増強に努めてください。
自分自身が地域の中で魅力ある会員を目指し、公共イ
メージなどありますが、
認知度を上げたりしております。

山本ガバナー補佐
マジックショー♪

