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■ 出席報告

第９９２回 通常例会
と き 令和１年８月５日（月)
ところ 富山第一ホテル３階「天平の間」
進 行 ＳＡＡ 福島 修さん
■ 開

会

点

鐘

●出席率向上にご協力お願いします。

当

日

8/ 5(月)

52(18)/82

63.41％

前

回

7/29(月)

48(16)/82

58.54％

●ガバナー補佐事前訪問につき

富山第二分区ガバナー補佐 益山和之様

奥野会長

■ ソ ン グ 斉 唱

国歌、奉仕の理想

■ 四つのテ スト

奥野会長

■ ゲ ス ト 紹 介

国際ロータリー第 2610 地区富山第 2 分区ガバナー補佐 益山和之様
ベルギー短期交換留学生 Luigi VADALA 様
〃

Rubens ROZET 様

〃ホストファミリー 嶋
■ 会

長

挨

拶

奥野会長

■ 幹

事

報

告

広野幹事

■ 各委員会 報告

直樹様、嶋 裕子様

親睦活動委員長 奥野 隆さん

■ ベルギー短期交換留学生 ホストファミリー嶋 直樹さんご挨拶
Luigi VADALA さん、Rubens ROZET さんご挨拶
藤井健太郎さんに通訳をしていただきました。
■ 卓

話

国際ロータリー第 2610 地区
富山第 2 分区ガバナー補佐

■ 閉

会

点

鐘

奥野会長

益山和之氏

８月の
ロータリーレート

１＄＝１０８円
７月は、
１０８円でした。

本日の予定８月１９日（月）
ところ：富山第一ホテル 13 階
夜間例会 18：30～「ルミエール」

8 月度懇親会
※8 月皆出席表彰、誕生日御祝、結婚記念
日御祝のプレゼントをお渡しします。
会員スピーチをお願いいたします。
富山シティーロータリークラブ

次回の予定８月２６日（月）

～定食屋の人気メニュー～
【とんかつ定食】
・特製とんかつデミグラスソース
ガバナー公式訪問例会 12：45～「春日の間」・豆腐のミートソースグラタン
・玉子とトウモロコシのスープ
【卓話】
「one step ahead」
・ポテトサラダ
ガバナー 松本耕作氏
・白飯
・桃のプリン
金沢香林坊 RC 地区大会 PR 来訪

ところ：富山第一ホテル 2 階
ガバナー補佐懇談会 11：30～「桂の間」

例会日：月曜日 12 時 30 分
会 場：富山第一ホテル３Ｆまたは１３Ｆ
富山市桜木町 10-10 TEL(076)442-4411
事務所：富山第一ホテル５Ｆ
富山市桜木町 10-10
TEL(076)441-1737
FAX(076)441-2824
事務局携帯 090-8703-1996 携帯メール toyamacityrc@docomo.ne.jp

【卓話】

「ガバナー補佐

所感」

国際ロータリー第 2610 地区富山第二分区ガバナー補佐

益山和之氏

富山シティーロータリークラブのみなさんこんにちは、今年度、国際ロータリー第 2610 地区この富山第 2 分
区のガバナー補佐を命じられています。先ほど会長幹事さんとこのクラブの事業の実績や今年度の活動方針、今
後の方向性についてお話しを聴かせていただきました。とてもしっかりとやっていらっしゃるという印象です。
私の方からは、まず、RI や地区から皆様へお伝えしなければならないことを要点だけ申し上げます。
・RI 方針についてよく学んでください。
（会長テーマ・・・）
・ポリオ撲滅達成にご協力ください。
・クラブ活性化と会員の維持と増強・RI 会長表彰への挑戦（MyRotary にガイドがあります。）
・RLI ロータリー・リーダーシップ研究会（興味をもってご参加・・）・MyRotary の登録をお願いします。
・クラブのインターネット環境を整備してください。以上おおまかに７つの項目です。
貴重な例会時間の中でスピーチを許されましたので、自己紹介を兼ねてお話しをさせていただきます。お耳汚
しになりますがしばらくお付き合いください。
皆様、入会の時期やきっかけはもちろんそれぞれでしょうが、入会されたときのお気持ちはどのようなものであ
ったでしょうか？ロータリークラブっていったいどんなものだろうか？ 自分はそこに入って何をすればいいの
だろうか？また何ができるのだろうか？色々、考えられたでしょうし、期待や希望もお持ちだったと思います。
私の場合、出身は三重県の津市ですが、学生時代に富山に暮らしたことが縁となって東京でのサラリーマン生活
ののち、昭和 60 年の 4 月富山市八尾町へ永久就職することになりました。父が創業した会社で、主に八尾町婦
中町山田村大沢野町細入村等の土木建設業の方々を販売先とした資材の販売を行っておりました。前職（SE）や
学生時代の専門（数学）からすればまったく未知の世界だったのですが、それなりにというかガムシャラにやっ
ておりました。ただ、たまたまだったのか父の後追いということの結果だったのかお相手する方々の年齢層が非
常に高くて当時のわたくしの年齢からすれば、二回り、三回りも上の方々ばかりだったのが少し寂しく不安でも
ありました。ちょうど一年ほど経ったところで「ロータリーに入らないか？」というお話をいただきました。実
家の父が、雇われ社長ではありましたが、津南 RC の会員でしたので「ロータリー」という団体に違和感はあり
ませんでした。ただ、また年寄りばかりの集まりだろうかという心配が全くなかったわけではありません。返事
をするのにもたもたしていて結局入会日は 7 月 30 日という中途半端な日付になってしまいました。29 歳になっ
たばかりでした。ロータリーに入って期待したのは、地域のひとたちとの繋がりでした。越中八尾 RC には当時
30 名ほどの会員がいましたが、心配していたとおり大半は 60 代から 70 代のお年寄りでした。ただ、クラブはそ
の直前に激減した会員を懸命に増やし会の勢力を取り戻そうと必死の時期だったので、その頃造成され新しい会
社が進出し始めていた工業団地の経営者たちへの旺盛な働きかけの効果もあって、ほんの 2～3 年のうちに 30 代、
40 代の会員も増え 40 名ほどになりました。わたくしはそんななかで、商工会や銀行の後押しで、2 世経営者だ
けのいわゆる異業種交流の会での活動やらなにやらにかり出され地域での人脈も一気に広がっていったように
おもいます。ところで、越中八尾 RC 発足の目的については「政争のまち八尾」に一体感を取り戻そうという強
い思いがあったのだと長老たちから幾度となく聞かされました。そういう意味でまず親睦、そしてそれから奉仕
へという考え方なのだと理解していました。また、それとは別にその頃長老たちから聞かされた言葉で印象に残
っているのは「ロータリーは人生の学校だ」ということ。（かつて米山梅吉さんが「例会は人生の道場だ」とい
ったらしいですが。
）私も立場の違いはあっても、どなたとも話のできる関係をある程度築けたのではないかと
思っています。
さて、先月 7 日の日曜日早朝岩瀬浜で実施された清掃活動ならびに PR につきましては、大勢の皆様にご参加

いただきありがとうございました。越中八尾 RC が独自に継続しているプロジェクトもやはり地域内での清掃活
動です。これは越中八尾駅や城が山公園の環境整備をするのですが、八尾高校、八尾杉原中学校の生徒にも参加
していただいて共同作業として PR しています。社会福祉協議会やスポーツ少年団の活動支援も継続しています
が、昨年からジュニアビーチボール YATSUO カップへの支援も加わって財政的にはかなり重くなってきた感じが
否めません。いずれにしても、やはりそれぞれのクラブは、地域で活動している姿を地域のみなさまに見ていた
だきクラブの存在意義を認めていただくことが大切なのではないでしょうか。
さて、RI のことにも触れておきたいとおもいます。国際ロータリーRI は世界中に存在する 3 万 5 千あまりの
ロータリークラブの集合体です。各クラブの会員を合計すると 1,224,000 人にもなるそうです。
この RI 今年度の会長がマーク・ダニエル・マローニーさんです。米国アラバマ州のディケイターRC 会員で法律
家ですね。
「ロータリーは世界をつなぐ」というテーマは世界中に自国主義個別主義が横行する現在非常に難し
いですが、大切な概念ですね。ロータリーの奉仕を通じて、有能で思慮深く寛大な人びとが手を取り合い、行動
を起こすためのつながりを築いていきたいものです。2610 地区今年度のガバナー松本耕作さんは、職業分類が調
味料製造となっています。加賀味噌食品工業協業組合理事長です。味噌屋さんですかね。地区の活動方針として
「一歩前進しよう（one step ahead）
」と掲げられました。時間が常に流れていくことを考えると、
「前年踏襲」
は後退に他ならない。クラブにおいても中長期的な戦略計画を策定し、年度目標を立てて目標を達成すべく行動
していただきたい。
「三歩進んで二歩下がる」でもよい、クラブの行動が一歩前進することを願います、と述べ
ていらっしゃいます。さてそうは言っても先ほど越中八尾 RC のことを紹介しましたように各クラブでできるこ
とには財政的にも人材的にも限りがあるように思います。そこで、もう一度考え直していただきたいのです。お
ひとりおひとりができることです。
「ロータリー」って「国際ロータリー」ですよね。わたしたちのクラブは RI
の一員ですが、RI には 35,000 を超えるクラブと 1,220,000 人を超える会員がいるのです。地域で自分たちので
きる活動を続けていくことと並行して、世界中の仲間たちと協力して世界に貢献できることをやりましょうよ。
昨夜もベルギーからの短期交換学生の歓迎会を催されたとお聞きしましたが、永年継続している青少年交換留学
生の制度、そして一度は絶滅宣言までしたが、まだ未踏のポリオ撲滅、これらはロータリー財団の基金が基盤に
なってささえているプロジェクトです。また近年、中国や韓国との間に変なわだかまりができてしまって少し取
り組みにくいですが「米山」わが国独自の支援基金ですからこちらも積極的にご活用ください。いま申し上げま
したのは、財団基金への寄付のお願いにほかなりません。勝手都合のいいお願いですがぜひ積極的にお考えくだ
さい。私などは中心の事業が生コンなのですが、儲からない業界の代表みたいなもので会社にはまったくお金が
ありません。でも何かの時には個人的にでもなんとかさせていただこうと思っています。特にお願いしておきた
いこと･･･ポリオ撲滅についてです。以前は、ポリオ・プラス・プログラムと呼んでいました。ハシカ、ジフテ
リア、結核、破傷風、百日咳の５つの主要伝染病をプラスして同時追放を目的としていました。 ポリオという
病気はわが国では「小児麻痺」という呼び方をされています。主に 5 歳未満の子供が罹る病気です。わたくしの
小学校中学校の同級生にもひとり麻痺をかかえた子がいました。感染すると 200 人のうち 1 人に不可逆性の麻痺
が起こります。麻痺を起こした患者の 5～10％は呼吸筋が機能しなくなり死に至ります。国内では 1960 年代まで
大流行していましたが、62 年からワクチンが普及して 80 年を最後に野生の（ワクチンによらない）ポリオウィ
ルスによる新たな患者は出ていません。世界でも 99 年に 35 万人いたとされる患者が 99％以上減少し、2016 年
には報告者数が 37 人になりました。世界がこの撲滅に取り組んだ結果 1600 万人以上の人びとが麻痺から救われ
たのです。ただ、いまでもポリオが常在している国があります。アフガニスタン、パキスタン、ナイジェリアの
３カ国です。これら 3 カ国では、紛争や貧困といった政治経済社会的なことが原因となってワクチン接種をする
ことがとても難しいのです。パキスタンでは、イスラム武装勢力がポリオワクチン接種活動に従事する人びとを
殺害するといった妨害活動が続いています。2011 年ウサマ・ビンラーディンを米軍が急襲して殺害ことをご記憶
なさっているとおもいますが、このとき事前に米軍が予防接種だと偽って潜入し極秘調査をおこないビンラーデ
ィンの居場所を特定したとされているからです。ナイジェリアでは一部の宗教指導者がなんの医学的根拠もなく

ポリオワクチンが不妊の原因になると主張していました。このようにポリオの根絶には、停戦交渉や宗教指導者
との対話など医療という枠組みを超えた政治外交社会的働きが必要です。一人でも多くのみなさまが、この取り
組みに関心を持っていただき、医療関係者だけでなく世界中の人びとのあいだにこの活動が必要であるとの共通
認識ができるようにしていくことこそが肝要なのです。
取り留めのないお話しをさせていただきましたが、せっかくロータリアンとなられたみなさまですからぜひ積
極的にロータリーと関わり活動をしていただきたいと希望します。それがクラブの活性化につながり会員の維持
と増強につながっていくものと思います。会員の皆様が健康で前向きな毎日を送られ、このクラブが更なる発展
を遂げられますよう祈念してこの話を閉じさせていただきます。ご静聴ありがとうございました。

「ふるさと富山美化大作戦」に参加しました！
■令和 1 年 8 月 18 日(日)7：00 スタート
桜木町周辺を清掃しました。皆さん、朝早くからご協力いただきまして、ありがとうございました。
■参加者
市役所広場集合 17 名、学校･町内･企業 21 名

2019－2020 年度地区大会開催
日

程

令和 1 年 11 月 2 日（土）～3 日（日） ※会場へは、公共交通機関をご利用ください。

大会１日目 11/2【対象の方】地区役員・会長・幹事・委員長・次期会長・次期幹事
ところ 石川県立音楽堂 14：00～受付開始
15：00 開会
15：30 ロータリー講演会
17：25 閉会予定
RI 会長代理ご夫妻歓迎夕食会【対象の方】会長・幹事
ところ ホテル日航金沢

18：00～

大会２日目 11/3【対象の方】全会員（入会 3 年未満の方は是非ご参加ください）
ところ 石川県立音楽堂 12：00～受付開始
13：00 本会議Ⅰ
15：25 記念講演 講師：作家 門田隆将氏
「私が出会った毅然と生きた日本人たち」
17：05 本会議Ⅱ
18：00 閉会
大懇親会 ところ ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢

18：30～

※出欠に付きましては、8 月 19 日（月）までにご返信をお願いいたします。

ベルギー短期交換留学生来日
■富山県受入期間は 8 月 4 日（日）～11 日（日）
■ホストファミリー嶋 直樹さん

■8 月 5 日（月）富山市表敬訪問

■8 月 4 日（日）ウェルカムディナーパーティー
ところ ＡＮＡクラウンプラザホテル
出席者：奥野会長、広野幹事、山口社会奉仕理事
中川国際奉仕理事、野崎青少年奉仕委員長、
齊藤国際奉仕委員長、ホストファミリー嶋さんご家族

■8 月 9 日（金）さよならパーティー
ところ 我家的厨房Ｂｉｇ５
出席者：奥野会長、広野幹事
野崎青少年奉仕委員長、齊藤国際奉仕委員長
ホストファミリー嶋さんご家族

■8 月 5 日（月）富山シティーRC 例会
Luigi VADALA さん
（ルイージ・バダラ）
私は 20 歳の学生です。
ベルギーのシャルルロワか
ら来ました。シャルルロワ
は、姫路市と姉妹都市です。
大学では、翻訳家として、
英語とロシア語を勉強しています。祖父母はイタ
リア人でベルギーに移住してきました。フランス
語、イタリア語もしゃべるので、現在 5 ヶ国語を
話すことができます。
（日本語も交えて挨拶されました。
）
Rubens ROZET さん
（ルーベンス・ロゼット）
私は 22 歳の学生です。大学
では、環境工学を勉強して
います。日本に来て、皆さ
ん、すごく優しくて感銘を
受けています。ディナーや
ランチも御馳走になりありがとうございます。
この何週間かは、私の人生において初めての事ば
かりで、とても楽しいです。

クラブからのお土産、抹茶茶わんを奥野会長からお渡ししました。ホストファミッリーの嶋 直樹さんご家族
お世話いただきました皆様、一週間お疲れさまでございました。

8 月の

サインメークアップ

４

２２日(木)電気ビル
富山西ＲＣ

ベルギー
短期交換
日 留学生
ｳｪﾙｶﾑ
ﾊﾟｰﾃｨｰ

早朝例会のため

サイン時間 9:30～13:30
２８日(水)グランテラス富山
富山西ＲＣ
8/18 に変更のため

４

サイン時間 9:30～13:30

月 August

2019
月

火

５ガバナー補佐訪問例会

水

６

木

７

金

１

２

３

８

９

10

ベルギー
短期交換
留学生
日帰旅行

ロータリ
(3 階天平の間)
ー情報委 【ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐懇談会】11：30～「楓の間」
員長会議 【理事会】12：00～「梓の間」

【卓話】ガバナー補佐 益山和之氏
ベルギー短期交換留学生 来訪

土

ベルギー
短期交換
留学生
さよなら
パｰティｰ

ベルギー短期交換学生受入予定

11
山の日

18

13

12 振替休日

14

15

19 夜間例会・懇親会

20

21

22

26 ガバナー公式訪問例会

27

28

29

グラン
テラス
富山中

(2 階春日の間)
【ｶﾞﾊﾞﾅｰ懇談会】11：30～「桂の間」
【卓話】ガバナー 松本耕作氏
【地区大会 PR】香林坊 RC

日

１

月

２通常例会(3 階天平の間)

火

ＡＮＡ
ホテル
大手町

９通常例会(3 階天平の間)

30

31
ＲＬＩ
パートⅠ

木

金

土

９日(月)ＡＮＡホテル
富山大手町ＲＣ

３

４

５

６

７

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

27

28
28 シティーゴルフコンペ
夜間例会・観月会懇親会

観月例会のため

サイン時間 15:30～19:30

【会員卓話】(有)土田工務店
代表取締役社長 土田 宏氏

16 法定休日「敬老の日」

15

例会はございません。

22

23 法定休日「秋分の日」

クラブ
指定休日
富山西

24

25

26

例会はございません。

29

24

サインメークアップ
水

【理事会】12：00～「梓の間」
【会員卓話】ダイト㈱
代表取締役社長 大津賀保信氏

８
９

23

９月の

月 September

2019

17

電気
ビル
富山西

ふるさと 18:30～
富山美化 富山第一ホテル 13 階「ルミエール」
大作戦

25

16

クラブ クラブ
指定休日 指定休日
富山西
富山中

例会はございません。

30 例会変更
28 日（土）に例会変更のため
例会はございません。

第 1 回インフォーマルディスカッショ
ン・ミーティング 18：30～グリルＡＭ
Ｉ

ゴルフコンペ 呉羽ＣＣ
観月会懇親会 18:30～
オークスカナルパークホテル

