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第 1823 回

例会

◇点
鐘 新原会長
◇藤井均会員へ黙とう
◇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：藤井均会員ご令室 藤井 史子 様
〃
ご息女 藤井 梓 様
◇藤井均会員ご令室史子さまより会葬のお礼

生前は大変お世話になり、ありがとうございました。
また、
お心遣いやお言葉を賜り重ねてお礼申し上げます。
夫、均は、高岡北 RC に入れていただいて、奉仕活動
の精神を学び、異業種の方との交流など、とても充実し
ていたと思います。娘も以前、ベルギーの短期留学など
させていただき、大変お世話になりました。今後もこの
会が発展することをお祈りいたします。

10 月

No. 6

4 日（月）

◇会長挨拶並びに報告
皆さんこんにちは。久々のホテルニューオータニ高岡
での例会です。休会中には、東京オリンピック、パラリ
ンピックがありました。本日からは、日本の総理大臣も
岸田さんになり、女性の大臣も 3 名入閣されました。
昨日は、どこの観光地もいっぱいだったそうで、この
先どうなるのか心配です。
今日からステージ 1 になりましたので、来月からは通
常例会ができますよう、しっかり感染対策をして臨みた
いと思います。
◇幹事報告
１） 先日、山辺会員より、事務局のパソコンをご寄付い
ただきました。ありがとうございます。
２） 本日例会終了後に理事会を開催いたします。
３） 次回（10/11）例会は、例会場での職場例会（パー
ソナルカラー診断）となります。
４） 赤い羽根共同募金より、募金依頼がありました。
1 つ 1,000 円です。
（ノルマ 20 個）
５） 配布：①2021-22 年度会員名簿
②米山記念奨学会「豆辞典」
６） 回覧：①ガバナー月信 No.2・3・4
②会報 NO.4・5

ご冥福をお祈りいたします
藤井 均 様 令和 3 年（2021 年）9 月 25 日（土）逝去 享年 62 才
株式会社 創建築事務所 代表取締役
＝経歴＝
1999 年 11 月 8 日 高岡北ロータリークラブ 入会 ロータリー歴 22 年
2012～13 年度
高岡北ロータリークラブ 幹事
2020～21 年度
地区幹事
2021～22 年度
高岡北ロータリークラブ 副会長、地区表彰審査委員会 委員長

◇ニコニコ BOX 報告
新 原 会 長：2 か月ぶりのホテルニューオータニ高岡で
の対面での例会です。
今日からステージ 1 になりましたので、来月か
ら通常の例会ができればと思っています。
魚住さん今日はよろしく。
八塚昌俊君：久しぶりに例会が開催されて皆様とまたお
会いすることが出来て大変嬉しく思うのですが、
お一人だけ、残念にもお会い出来ない方がいらっ
しゃいます。
藤井均会員のご冥福をお祈りいたします。
野尻信晴君：別れゆく日はことなれど
再びあわんあの世とやらで
藤井さんさようなら 合掌
前田 央君：誕生日祝いをいただきありがとうございま
した。今年は還暦の年男なので、特別な思いです。
次回、緑寿目指して頑張ります。
【今年度ニコ BOX 累計額 83,000 円】
◇8 月在籍表彰
魚住 晃一君（１０年）
◇8 月結婚記念日お祝い
海下
巧君（ ８日、２５年）
片岡 長司君（２４日、１２年）
◇8 月誕生日祝い
村牧 啓功君（１７日） 片岡 長司君（２４日）
斉藤 寿雄君（２６日） 早川
勇君（３１日）
◇9 月誕生日祝い
山辺 知代君（ ６日） 宮田 義弘君（１６日）
前田
央君（２６日）
◇10 月在籍表彰
野尻 信晴君（３０年） 板坂 敏雄君（２９年）
片岡 長司君（ ３年）
◇10 月結婚記念日祝い
金森 哲司君（１０日、５６年）
田辺 千秋君（１０日、４８年）
宮田 義弘君（１５日、４４年）
松長 一雄君（２５日、５８年）
◇10 月誕生日祝い
田辺 千秋君（１０日） 紺谷 司郎君（２２日）
◇出席報告
出席者 23 名 メイクアップ済 0 名
名誉会員

会員数

1名
35 名
※内、Zoom 参加 1 名
◇本日のプログラム
「地域社会の経済発展
月間に因んで」
魚住 晃一
社会奉仕委員長

本日の出席率
82.14 ％

7/26 例会
修正出席率
90.32 ％

〓 １０月定例理事会の報告 〓
１．2021-22 年度副会長の選出について・・承認
※候補者にについては、ガバナー補佐選出の兼ね合い
もあり、パスト会長会議に諮り発表する
藤井均会員逝去に伴い、2021-22 年度の副会長を選出
しなければならない。
（案）
・パスト会長の中から選出する
・改めて選出する
序列①中村勝治 会員
②板坂敏雄 会員
③日下 要 会員
④村牧啓功 会員
⑤魚住晃一 会員
⑥山辺知代 会員
２．ガバナー事務所関係会計処理について・・承認
2020-21 年度にガバナーを輩出するにあたり、当クラブ
からの拠出金について、どのように処理するか
→別紙参照
３．感染症対応ガイドラインの見直しについて・・承認
例会開催基準の見直しを指定はどうか
（案）
・富山県のコロナ警戒レベルがステージ 3 の場合、
現行では中止としているが、Zoom で開催してはどうか
４．今後の予定について・・承認
＊11/1→ハロウィン夜間例会→通常例会（仮装は任意）
※次年度指名委員の発表
＊11/8→世界インターアクト週間にちなんで
＊11/15→植樹例会
＊11/22→例会取消
＊11/29→ロータリー財団月間にちなんで
＊12/6→年次総会
＊12/13→疫病予防と治癒月間にちなんで
＊12/20→クリスマス夜間例会
＊12/27→年越し簡易例会（年越しそば例会）
以下、ホテルニューオータニ高岡にて開催
＊1/17（月）→新年夜間例会
＊3/28（月）→高岡西 RC との合同懇親例会
５．その他・・承認
【確認事項】
・佐賀・長崎豪雨災害義援金の件
会員一人当たり 500 円×36 名＝18,000 円送金（9/13）
・未収入金の処理の件
牧野和子元会員の会費 31,700 円→雑費として処理

