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平成 22 年 2 月 24 日

■前例会の記録(第５９３回／2010.2.15)

ロータリーレート
２０１０年３月は、
１ドル＝９０円です。

通常例会
と き 平成２２年 ２月１５日(月)
１２：３０～
ところ 富山第一ホテル １３階 ルミエール

♞開 会 点 鐘
♘ソ
ン
グ
♘ゲ ス ト 紹 介
♘ビ ジ タ ー 紹 介
♘ニコボックス紹介

♘会
♘幹
♘出

長
事
席

挨
報
報

拶
告
告

♘各 委 員 会 報 告
♞閉 会 点 鐘

（２月も９０円です）

本多会長
「それでこそロータリー」
なし
なし
・新しいエレドラムが自宅にとどきました。アクティブ・シニアの始まりです。
奥野 義一郎君
・亀谷さんの誕生日を祝して。
親睦委員会一同
本多会長
桶屋幹事
当 日
2/15(月)
40( 3)/68
58.82％
前々回
2/ 1(月)
52(12)/68
76.47％
なし
本多会長

■■■ニコボックス■■■■■■
・Ｉ.Ｄ.Ｍ.の報告をさせていただきました
・良楽さんのチケットをいただいて
・誕生日のお祝いをいただいて
・２月１５日、早退します

藤井 一彦 君
神保
徹 君
神保
徹 君
西野 晴仁 君

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

★ 本日の予定 2 月 24 日(水)★
富山７ＲＣ合同例会
と
き
と こ ろ
記念講演

２月２４日（水）１２：３０～
名鉄トヤマホテル４階「瑞雲の間」

講

政治アナリスト

師

「どうする？鳩山政権、
どうなる？参議院選」
伊藤

惇夫 氏

★ 次回の予定 3 月 1 日(月)★
３月度定例理事会 １２：００～
ところ

富山第一ホテル３階「梓の間」
通常例会 １２：３０～
ところ 富山第一ホテル３階「天平の間」
【会員卓話】福見建築設計事務所
常務 西野晴仁氏(富山シティー会員)

富山シティーロータリークラブ
例会日：月曜日 12 時 30 分
会 場：富山第一ホテル
事務所：富山第一ホテル５Ｆ

３月１日メニュー

｢ 中国料理 春｣
くらげと蒸し鶏と
春野菜の和え物
海老と新筍の炒め
牛肉と菜の花の煮込み
春キャベツと豚肉のスープ
ずわい蟹のチャーハン
漬物

富山市桜木町 10-10
富山市桜木町 10-10

TEL(076)442-4411
TEL(076)441-1737

FAX(076)441-2824

E-mail:Toyama-city@rotary2610.gr.jp
事務局携帯 090-8703-1996

http://www.toyama-city-rc.jp

携帯メール toyamacityrc@docomo.ne.jp

【平成２２年 ２月１５日(月) 】
インフォーマル・ディスカッション・ミーティング報告会
２月８日(月) リーダー：大愛恒雄君
発表者：河口清隆君
例えば計画書の費用は今までの１／５に下げたりされています。
周年記念事業準備金について、現在の財政状況を見て、今年度が
でも実際、私たちの口に入るものとか、皆で楽しむものは、あま
終わるときまでの予測によると、繰越金額が決算のときに減るの
り下げないほうがいいという意見がありました。こういう時代に
ではないかな、という状況で、来期１５周年の記念事業をやるの
値上げというのはどうか、ということで、昨年来から景気が良く
か？ということを話し合いました。それについては、元手になる
ないのに、会費を値上げすることで、新会員が入ってこられない、
ものが私たちの年会費だけで運営できるのかなということが、不
あるいは現会員が辞められるとかということに影響するのは困る。
安である。それについて、
“特別徴収”をしたらどうか、というこ
ビジョンとしましては、２０周年、２５周年を考えた上で、長い
とも話し合いました。１５周年だけでなく、次の２０周年、２５
目でみて皆で考えてはどうか、という意見になりました。現在の
周年というふうに、全部使い切る訳にはいかない。何とか、皆さ
７ＲＣ比較を見ると、富山ＲＣがやはり一番持っていらっしゃい
んの会費プラス１万円ずつ加算して積み立てていったらどうか。
ますが、その次が、シティーです。その他のクラブは、まだ少な
というような意見がありまして、一人ずつ聞いてみました。積み
いです。
今の財産的には少なくはない。
立てに賛成意見もございましたが、全体を切り詰めていけばよい
なんとかこの中でやりくりするのがい
のではないか。内部の予算を切り詰めて、例えば例会の食事や親
い。最後に土田会長エレクトより、お
睦の費用を下げれば、という意見も出てきました。しかし、食事
金のある中でやればいいじゃないか。
の内容を下げると、今でさえ出席率が５０％ほどなのに、更に悪
値上げはしない。とお聞きして、皆さ
くなるのではないかという意見もございました。経費の切り詰め
んホッとした様子でした。
は、今年度は、いろいろ努力されています。見えないところで、
２月９日(火)

リーダー：中田明男君
発表者：永森豊隆君
私の会社は、(ＩＤＭの会場の)隣のよ
うなところなのにも拘らず、遅刻して
しまい、今ここに立っております。遅
刻したので、最初の方の意見をお聞き
していないので、発表はどうかと思い
ましたが、だいたい今お伺いしたお話
と同じような意見でした。いくつか出
た意見をご紹介させていただきます。特別基金があるので、これ
で十分なのではないかという意見もありました。余っているお金
を全て使ってしまえばいいという意見と、あるからといって、全

部使うのはどうかという意見もありました。特別徴収の件につき
ましては、新たに加入された会員に、すぐ事業年度だからといっ
て、すぐに徴収するのはいかがなものかという意見もありました。
先ほどもいわれましたが、１５周年もですが、２０周年、３０周
年を見据えて、１５周年は少し抑えたらどうかという意見もござ
いました。あとは、いろいろございましたが、特別徴収はしない
ほうがいいという意見が多かったのですが、徴収するにしても、
しないにしても、まず事業で何をするかがはっきりしていない段
階で、お金がいるのかいらないのかも分からないのに、これでは
議論ができない。まず何をするかを決めることが大事だというこ
とでした。

２月１０日(水) リーダー：笹山和紀君
発表者：藤井一彦君
私は遅刻した訳ではないのですが、最後の出席者でもないのです
が、
「こういう役でもないと、例会出てこんやろ？」ということで、
「じゃあ、分かりました。
」と言っておきながら、今日忘れており
まして、１２時半頃お電話いただきまして、慌てて来た次第であ
りまして、どうもすみません。
私たちのグループでは、周年事業そのものについて、また会費
増について、話し合いました。会費増については必要ないのでは
ないかという意見が大勢を占めていました。私の個人的な意見と
しては、○５周年というのは、本当にやらなければいけないのか？
ということも発言しました。やるかどうかは、会長が決めるんだ。
会長方針なんだと言われました。今年は「国際奉仕に予測してい
たより予算を使ったこと等により・・・」とありますが、国際奉
仕で使い過ぎたらいけない。予算を決めたんだから、予算の中で
やってもらわないと困る。また、特に事業縮小ではありますが、
必然的なものではない特別な事業は抑えて別途考える。特別な事
業をする場合はそれの原資を作ってからやるべきである。原資が
ないのに特別な事を考えると、ではどうやってお金を集めてくる

のかということが後回しになるような事業計画はするべきではな
い。という意見もございました。例会の食事についても意見があ
りました。夜間例会については必ず皆さんから会費をいただいて
おりますが、夜間例会をすると必ずクラブから支出がある。その
部分を回数減とするか、または質素な内容にするかなど、支出押
さえを考えていかなければならない。もうひとつは、ニコボック
スです。当クラブのニコボックスはとても少ないようです。他の
クラブの例会に出た経験のある方がおっしゃるのは、どんなこと
でもいいから、ニコボックスに入れておられる。というニコボッ
クスばかりではなく、普通に「今日早起きできました」など、日
常の簡単なことにでもニコボックス
に献金しましょう。ニコボックスは１
００万円という予算があるのに、１２
月までに４１万円ですから、達成率は
半分以下となります。あと数ヶ月ござ
いますが、ニコボックスに皆さん進ん
で献金しましょう。

Ｉ.Ｄ.Ｍ.のまとめ

だからといって、社会奉仕事業とか国際奉仕事業をおろそかにし
ていくにはロータリーとしていけないと思います。シティーＲＣ
として取り組んでまいりました“少子化対策”もどんな形であれ、
行わないとなりません。来週バンコクへ行ってまいりますが、ス
リウォンＲＣと友好提携が出来たら、少なくても２回は事業をや
らないとなりませんし、それはそれでロータリーとしての事業も
やらないと、なりません。いずれにしましても私の年度だけで決
定するのではなく、土田さんの年度、清水さんの年度、松本さん
の年度で、どうされるか、なるべく予算は削って参りましたけど
も、ポイントは入会金でございますから、ご存知のお友達、知人
からご入会される方を積極的にご紹介して頂けたらなと思います。
関係ないように見えても、やはり入会する人が多いクラブが裕福
になるわけで、富山クラブがなんであんなに裕福かといいますと、
毎年毎年入会金がありますし、記念事業資金もお集めになられて、
今度６０周年記念もされると思いますが、新会員さんの入会金が
ポイントでございますから、皆さん多くの新会員さんを集めて頂
きたいなと思います。よろしくお願いいたします。

本多会長より

５０周年を迎えるときに、あまりお金が無く、我々がみすぼらし
いお祝いをやるのでは格好悪い。５０周年のときに、１千万円位
周年基金が残っているというようなクラブにしたほうが格好がい
いんじゃないかと思います。このままいって、５年ごとにそれな
りのクラブの体面を保つような、地区に対してある程度寄付をし
なければとか、富山市に寄付をしなければとか。１０周年のとき
に、ポートラムに寄付しましたよね。金額はどうであれ、いくら
かは寄付をしなければならない。少し前では、入会金が入ってき
て、社会奉仕事業などはあまりやりませんでしたね。だからお金
が残りました。それでも２５周年、５０周年のときに、格好いい
周年記念事業を行えるだけの素地はあると思います。一番のポイ
ントは、やはり会員数の維持、入会金が３名～５名位あるという
こと、それとニコボックスですね。今年は出席率は悪くて、ニコ
ボックスも減ってきていますね。これからの運営のためにも、こ
れからも少しずつ考えていかないといけません。前年度も突然大
手町ロータリーに１００万円以上ドーンとかかりましたが、特別
出費がない限りなんとかやっていけるのではないかと思います。

【企業広告】

３月の

月 March

2010
日

サインメークアップ

月

火

1 通常例会(3F 天平の間)

水

2

木

3

金

4

5

理事会 12:00～(3F 梓の間)
【会員卓話】西野晴仁君

１５日(月)ＡＮＡホテル
富山大手町ＲＣ
富山中ＲＣ･大手町ＲＣ
合同職場訪問例会のため
サイン時間 17:00～18:30

土

6

出会いの
パーティ
(社会奉仕)

7

8 職場訪問例会

9

10

11

12

13

15 チャ-タ-ナイト夜間例会 16

17

18

19

20

25

26

１６日(火)第一ホテル
富山みらいＲＣ
職場訪問例会のため
サイン時間 9:30～13:30

訪問先 ダイト株式会社

14

21

ところ

富山第一ホテル

時

１８：３０～

間

ＡＮＡ 第一
ホテル ホテル
大手町 みらい

22(春分の日)振替休日

23

富山シティーロータリークラブ
例会はございません。

28

名鉄
ホテル
富山中

24

電気
ビル

クラブ
指定休日
富山

29 通常例会(13F ルミエール)

30

１７日(水)名鉄ホテル
富山ＲＣ
富山中ＲＣ･大手町ＲＣ
合同職場訪問例会のため
サイン時間 10:00～13:30

27

２５日(木)電気ビル
富山西ＲＣ
職場訪問例会のため
サイン時間 9:30～13:30

ﾛｰﾀﾘｰの森
記念植樹
富岩運河

富山西

31

【会員卓話】
クラブ
会長エレ
指定休日
ク ト 研 修 「交換学生受入れについて」
国際奉仕委員長 澤端 喜明君 みらい
セミナー
氷見ﾏｲｱﾐ

４月の

サインメークアップ
６日(火)第一ホテル
富山みらいＲＣ
合同観桜会のため 4/8 に変更
サイン時間 9:30～13:30
７日(水)名鉄トヤマホテル
富山中ＲＣ
お花見例会のため
サイン時間 17:00～19:30
８日(木)電気ビル
富山西ＲＣ
合同観桜会夜間例会のため
サイン時間 9:30～13:30
９日(金)電気ビル
富山南ＲＣ
観桜会夜間例会のため
サイン時間 9:30～13:30

2010
日

月 April

月

火

水

木

1

4

5 通常例会(13 階ルミエ-ル)

7

8

2

9

3

10

名鉄
ホテル
富山中

電気
ビル
富山西

電気
ビル
富山南

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

26 通常例会

27

28

29

30

【卓話】

クラブ
指定休日

12

第 600 回記念
観桜会夜間例会

富山第一ホテル３階「天平の間」
１８：３０～

18

19 通常例会
【卓話】

上記のとおり、サインメーク
アップを受付しています。
（クラブにより時間が違いま
すのでご注意ください。）

土

第一
ホテル
みらい

理事会 12:00～(13 階ﾙﾐｴｰﾙ)
【会員卓話】大田和彦君

11

6

金

25

みらい

クラブ
昭和
指定休日
の日 富山南

