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各クラブ例会卓話情報 2016年9月
91件 37ＲＣ 敬称略

卓話日付 クラブ名 講師名（会員） 組織名・肩書・その他 演題
9月1日(木) 高岡 上田　雅裕 富山第３分区ガバナー補佐訪問
9月1日(木) 金沢北 大場　　修（会員） 伊勢志摩旅行記
9月1日(木) 金沢百万石 中村　正臣 ㈱正花園　代表取締役 未定
9月2日(金) 七尾 高校生 第48回全能登私の主張発表大会入賞者
9月2日(金) 金沢西 丸井　洋(会員） （有）イーエルエル　代表取締役 国旗と国歌①
9月2日(金) 魚津 大島　重隆(会員) 大島不動産　代表取締役社長 最近のアパート事情と空き家について
9月2日(金) 氷見中央 佐藤英敏 佐藤医院・院長 前立腺肥大症について
9月5日(月) 金沢香林坊 中村哲郎 地区ロータリー財団委員長 ロータリー財団100周年について
9月5日(月) 小松シティ 竹内　均 北國銀行営業統括部営業サポート課　課長 未定
9月5日(月) 砺波 津田達雄（会員） 一衣帯水・お隣韓国ロータリー見聞
9月5日(月) 富山シティー 山本倫郎 富山第2分区ガバナー補佐
9月5日(月) 富山大手町 山崎祐治氏 富山大学院理工学研究部　准教授 富山の生態系多様性の変動
9月6日(火) 白山 木沢誠 浜村朋由、音浩二郎、宮川義章 木遣唄
9月6日(火) 南砺 ハン　ジュンイ 米山奨学生 私の日本留学生活
9月6日(火) 小松東 西田　章　 北國銀行小松支店長
9月6日(火) 魚津西 柴垣尚一（会員） 北陸中日新聞 魚津中央専売所 代表 私の職業に関して
9月6日(火) 射水 荒木 一義 株式会社荒木運輸　代表取締役 未定
9月6日(火) 金沢みなと 吉井　清 RI第2610地区　石川第一分区B　ガバナー補佐 「話尽山雲海月情」
9月7日(水) 高岡西 荻布　善亮（会員） 未定
9月7日(水) 野々市 嘉門玲子（会員） 学校法人久直学園メロン幼稚園理事長 未定
9月7日(水) 加賀中央 小山　正宏 石川県金融広報委員会（ファイナンシャルプランナー）６０才からの人生とお金
9月7日(水) 宇奈月 羽柴　進一（会員） 有限会社福多屋菓子舗　代表取締役　 未定
9月7日(水) 朝日 秋山明夫（会員） （株）秋山クリーニング代表取締役社長 未定
9月7日(水) 東となみ 長谷川吉美 メディカルトリマーサロン・ピュア・代表 基本的教育と識字率向上月間にちなんで
9月8日(木) 高岡 扇谷　まどか The　Opener（株）代表取締役　ワインソムリエ いざというとき恥ずかしくないワインの知識
9月8日(木) 金沢北 小々高利昭（会員）
9月8日(木) 小松 伊藤 祐一 (株)小松製作所粟津工場　総務部長 コマツの現状について
9月8日(木) 加賀 原田　義之 未定
9月8日(木) 黒部中央 岡部　一輝 2610地区ガバナー 語り合おうロータリー
9月8日(木) 黒部中央 岡部　一輝 2610地区ガバナー 語り合おうロータリー
9月9日(金) 能美 冨田靜香  一般社団法人語り部協会・代表理事  心を伝える



9月9日(金) 金沢西 髙木　大輔 派遣交換学生 帰国報告
9月9日(金) 富山南 エルデネバートル・オユーンハンド 米山奨学生
9月9日(金) 氷見中央 長澤知明 薮下紙工印刷株式会社・代表取締役 未定
9月12日(月) 金沢香林坊 西村元一 金沢赤十字病院副院長兼第一外科部長 がん治療医が”がん”になり見えたこと、考えたこと
9月12日(月) 河北南 西田　健一 からだ回復処　　和屋～なごみや～　　代表 未定（整体師）第１回
9月12日(月) 砺波 上田雅裕 第２６１０地区　第三分区　ガバナー補佐
9月12日(月) 富山シティー 岡部一輝 第2610地区ガバナー 語り合おうロータリー
9月12日(月) 富山大手町 高田一徳(会員) 職業奉仕委員長 職業奉仕の勉強会報告
9月13日(火) 南砺 谷口（会員） 谷口板金　代表
9月13日(火) 志賀  村本偉知朗 RID2610 地区　職業奉仕委員長
9月13日(火) 富山 桝田敬次郎（会員） 桝田酒造店　代表取締役会長　
9月13日(火) 魚津西 芦﨑里香（会員） (有)ミールサービス 代表取締役 １５年間を振り返って
9月13日(火) 山中 倉山浩（会員） 倉山漆器店　店主 未定
9月13日(火) 富山みらい 片岡照二郎 富山県厚生部健康課主幹 未定
9月14日(水) 宇奈月 池田　康宏（会員） 池田電設興業株式会社　代表取締役 未定
9月14日(水) 東となみ 齊藤美華子 松風樓・女将
9月15日(木) 高岡 岡部　一輝 ガバナー公式訪問
9月15日(木) 金沢北 野村千秋（会員）
9月15日(木) 金沢百万石 金澤　泉 北陸大学　未来創造学部　教授 未定
9月15日(木) 加賀 福村篤郎（会員） ㈱フクムラ　専務取締役 未定
9月15日(木) 加賀 谷口健一（会員） ㈱ハヤシ　　代表取締役 未定
9月15日(木) 黒部中央 (会員) モリタ商事　代表
9月15日(木) 黒部中央 森田俊雄(会員) モリタ商事　代表 未定
9月16日(金) 七尾 前浜吟城 吟道錦城流　代表
9月16日(金) 魚津 愛宕　彰（会員） アタゴ美建工業㈱　代表取締役社長 宇宙と星の話
9月16日(金) 氷見中央 中村　剛 中町屋不動産部・経営主 金がなくてもできる地域おこし
9月20日(火) 白山 橋本　一郎 白山総合車両所　所長
9月20日(火) 小松東 富沢　章 元石川県ふれあい昆虫館館長
9月20日(火) 山中 中林宏幸（会員） ㈲中林鉄工所　代表取締役 未定
9月20日(火) 金沢みなと 岡部一輝 RI第2610地区　ガバナー 「語り合おうロータリー」
9月20日(火) 富山みらい 山本倫郎 富山第二分区ガバナー補佐 未定
9月21日(水) 富山中 平田　裕 フリーライター　 ユーラシア大陸徒歩旅行(仮）
9月21日(水) 河北 星名　紀之(会員） ㈻星名学園　理事長 識字について（仮題）
9月21日(水) 朝日 大達城光（会員） 栄食堂代表取締役 未定
9月21日(水) 東となみ 小西　勝 小西不動産・代表
9月21日(水) 中能登まほろば濱田　毅(会員) 未定
9月23日(金) 富山南 南　昌樹（会員） 南司法行政測量事務所・所長
9月26日(月) 金沢香林坊 野口　弘 金沢市教育委員会教育長 ～次代に伝えよう～日本時のとしての誇り
9月26日(月) 小松シティ 黄　照津 米山奨学生 未定
9月26日(月) 砺波 岡部一輝 第２６１０地区　ガバナー



9月27日(火) 南砺 桶　茂行 第4分区ガバナー補佐　氷見中央RC
9月27日(火) 小松東 山崎　幹泰 金沢工業大学 環境・建築学部 建築系・准教授 小松市の文化財建造物
9月27日(火) 富山 釈永維 金工師
9月27日(火) 魚津西 愛宕彰 アタゴ美建工業(株) 社長：魚津ＲＣ会長エレクト　郷土愛と世界愛
9月27日(火) 山中 黄　懿園 米山奨学生 環境保護にかかるデザインの大切さ
9月27日(火) 金沢みなと 田中　夏生 ㈱アバンタージュ　代表取締役
9月28日(水) 富山中 高柳　功 パストガバナー 「ロータリーに学ぶ」
9月28日(水) 野々市 未定(会員） 未定 未定
9月28日(水) 河北 岩本　秀雄 金城交通㈱　取締役会長、金沢南RC会員 砂丘に生きた田舎の大将
9月28日(水) 朝日 竹林悟（会員） (有)朝日衛生社代表取締役 未定
9月28日(水) 東となみ 横山　幹 横山一夢工房・代表
9月29日(木) 高岡 森木　保恵 冨士ゼロックス（株）法務部Gリーダー 富士ゼロックスでのコンプライアンス意識向上への取組み

9月29日(木) 金沢北 安念尚弘 観音院住職 創建400年の観音院
9月29日(木) 金沢百万石 垣田　堂 ギター演奏家 未定
9月29日(木) 小松 和田 愼司 小松市長 PASS THE BATON 共創でふるさとを未来へつなぐ
9月29日(木) 黒部中央 (会員) 大島鉄工（株）　代表取締役
9月29日(木) 黒部中央 千代　恵(会員) 大島鉄工（株）　代表取締役 未定
9月30日(金) 七尾 長門　章 七尾鹿島消防本部　消防長
9月30日(金) 金沢西 未定
9月30日(金) 魚津 生駒　晴俊（会員） 日本海シーライン開発㈱取締役相談役 2006　風向計から元気で働ける喜び


