
国際ロータリー第2610地区
2016-2017年度地区会員拡大増強委員会

各クラブ例会卓話情報 2016年11月

2016年11月 の各クラブ卓話予定をご案内いたします。他クラブ例会への参加、各クラブ例会の魅力づくりの資料としてお役立てください。

72件 27ＲＣ 敬称略

卓話日付 クラブ名 講師名（会員） 組織名・肩書・その他（他ＲＣ名等） 演題
11月1日(火) 射水 中村　文隆(会員） 中村楼　代表 市政報告
11月1日(火) 魚津西 長田達明（会員） ジャパンパック(株)代表取締役 「ネパールの旅」
11月1日(火) 小松東 高見健次郎 社会奉仕委員会 「第7回こまつかるたフォーラム」
11月1日(火) 金沢みなと 中村　哲郎 国際ロータリー第2610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』
11月2日(水) 野々市 津田　祐則 ピラティスStudio OVER-DRIVE 代表　 未定
11月4日(金) 能美 阿尓肯 毛拉克 米山奨学生（当クラブスポンサー）  私がステキだと思う日本文化
11月4日(金) 富山南 武田英俊(会員） 日本銀行　富山事務所長 日本銀行と金融政策
11月4日(金) 七尾 朝倉　立雄 自衛隊石川地方協力本部七尾出張所長 「東日本大震災に出動して」
11月6日(日) 小松東 森田　智嗣 秋季家族会例会 「野生イルカと会うマリンクルーズと浜焼きＢＢＱの旅」
11月7日(月) 砺波 ファティン・アミラ・ビンティ・モハメド・ユソッフ 米山奨学生 イスラム教について
11月7日(月) 小松シティ 竹村信一 小松市　副市長 「珠玉と歩む物語」小松～時の流れの中で磨き上げた石の文化～

11月7日(月) 富山シティー 米屋　保雄（会員） ㈱キタイチ社長
11月8日(火) 射水 ラズバハク・ホシナ 米山奨学生 未定
11月8日(火) 魚津西 久津谷俊行（会員） 専正寺デイサービスまごころ　代表 「一休と良寛」
11月8日(火) 金沢みなと 長澤　裕子 弁護士
11月8日(火) 白山 ファティン・アミラ・ビンティ・モハメド・ユソツフ 米山奨学生 「米山奨学生になって、変わったこと」
11月8日(火) 南砺 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」
11月9日(水) 野々市 北川　雅一朗 RI第2610地区　国際青少年交換副委員長　 留学のススメ　～かわいい子には旅をさせろ～
11月9日(水) 河北 中尾　哲雄 (株)アイザック・取締役最高顧問・パストガバナーふるさとは心の根っこ
11月9日(水) 宇奈月 沓掛　隆義（会員） うなづき薬局　代表　　 未定
11月9日(水) 富山中 黒川伸一 氏 地区ロータリー財団副委員長兼務補助金小委員会委員

長
「ロータリー財団100周年」

11月10日(木) 金沢北 片山茂樹 行政書士法人SRS　結　代表 介護離職を防ぐ任意後見の可能性
11月10日(木) 加賀 福村　篤郎（会員） ㈱フクムラ　専務取締役 未定
11月10日(木) 加賀 田淵　基樹（会員） ㈱田淵建築設計事務所加賀設計室室長 未定
11月11日(金) 富山南 黒川伸一（会員） 地区ロータリー財団　副委員長 ロータリー財団100年の歩み
11月11日(金) 能美 山田　泰路(会員）  私の体験談
11月11日(金) 魚津 佐藤　俊弘(会員) (株)北日本新聞社　新川支社　支社長 地域と新聞
11月11日(金) 七尾 山本　　健 社会医療法人恵寿総合病院院長 「健やかな老後のために」
11月12日(土) 富山シティー 中川　元（会員） ㈱北日本製工　代表取締役



11月14日(月) 小松シティ 高岡哲夫（会員） 高岡経営労務事務所　所長 人事労務、人事育成～従業員に役立つルール～
11月15日(火) 小松東 山森　伸正 元　南砺市文化課長 「高瀬遺跡について」
11月15日(火) 金沢みなと 北室　南苑　 篆刻家
11月15日(火) 南砺 川合　声一 日の出屋製菓産業㈱　代表取締役会長 「南砺市の観光について」
11月16日(水) 河北 中山　賢一 小松精練株式会社　代表取締役会長 原因より先に結果は来ない
11月16日(水) 宇奈月 西江　嘉晃（会員） 西江技術士事務所長　　 未定
11月16日(水) 山中 木内　清 北陸財務局福井財務事務所長 未定
11月16日(水) 富山中 中村和之 氏 富山大学経済学部　学部長 未定
11月17日(木) 金沢百万石 今井克士 日本海航測㈱営業部 未定
11月17日(木) 金沢北 森　　　博 宇多須神社　神主 藩社　卯辰八幡宮
11月17日(木) 小松 韓　佳 米山奨学生（世話クラブ：中能登まほろば）
11月18日(金) 富山南 富山市役所　議会事務局　議事調査課 富山市議会のしくみについて
11月18日(金) 魚津 エルデネバートル・オユーンハンド 米山奨学生 私の国　モンゴル
11月21日(月) 砺波 新谷　秀夫 公益財団法人高岡市民文化振興事業団学芸課長

11月21日(月) 小松シティ 高木眞理子 子ども夢フォーラム　代表 未定
11月22日(火) 魚津西 加納綾子（会員） 加納茶道教室　室長 「お茶会」
11月22日(火) 小松東 松本　進 小松市文化協会理事長 未定
11月22日(火) 金沢みなと 浅野　邦子 当クラブ会員 ようこそ例会
11月22日(火) 山中 西　俊夫（会員） 塚谷郵便局長 未定
11月22日(火) 小矢部 野澤敏夫 小矢部市教育委員会教育長 未定
11月22日(火) 南砺 木村　準 ㈱日本抵抗器製作所　代表取締役社長 木村社長コンフィデンシャルレポ－ト：続北東アジア情勢
11月22日(火) 志賀 井川　邦彦様 能美市体育協会会長（元寺井高校校長） 地域と連携した学校活性化
11月24日(木) 金沢百万石 勝山達郎（会員） 三谷㈱専務取締役 未定
11月24日(木) 金沢北 伊東尚毅 サントリー酒類（株）北陸支店長
11月24日(木) 加賀 鈴木　　一（会員） 医療法人　萌和会　理事長 未定
11月24日(木) 加賀 田畑　　徹（会員） ㈱北陸インテリア　代表取締役社長 未定
11月25日(金) 富山南 西能　淳 特定医療法人財団　五省会　理事長 日本の医療の課題と展望
11月25日(金) 魚津 清水　修三（会員） （株）シミズ　代表取締役社長 ”世界遺産　龍門”（DVD）に学ぶ
11月25日(金) 七尾 政浦　義輝 公益社団法人七尾青年会議所理事長
11月28日(月) 河北南 西田　健一 からだ回復処 和屋代表  (整体師) 第３回　肩こり、腰痛の予防
11月28日(月) 砺波 横山由美（会員） ライフプランナーという生き方
11月28日(月) 小松シティ 亀岡弘 航空自衛隊　小松基地　基地司令　空将補 （仮題）最近の防衛事情～新指令と語り合おう～
11月28日(月) 富山シティー 畑　正信（会員） ㈱アメニティシステム　代表取締役専務
11月29日(火) 魚津西 窪田琴美（会員） (有)源七　取締役専務 「継ぐ」
11月29日(火) 小松東 和田　愼司 小松市長 未定
11月29日(火) 金沢みなと 増江　世圭 当クラブ会員
11月29日(火) 小矢部 湯浅外志男 第2610地区パストガバナー（小松ＲＣ） 未定
11月29日(火) 白山 山田　憲昭 白山市長
11月29日(火) 南砺 宮川　功 旅亭　みや川　店主 未定

11月29日(火) 志賀 宅田　　瑛様 志賀高校2年　全国弁論大会優秀賞・文化庁長官賞受賞音霊otodama



11月30日(水) 高岡西 会員 平田俊一　平田印刷（株）取締役会長 仮題「チャーターメンバーとして50年を振り返り」
11月30日(水) 河北 不室　昭 （株）加賀不室屋・代表取締役会長・金沢東ＲＣ 不室屋の歩み
11月30日(水) 加賀中央 伊林永幸（会員） 郷土史研究家 南郷山調合所について

※自ＲＣの会員卓話は、講師名欄に（会員）と、他ＲＣ会員の卓話は、組織名・肩書・その他の欄に他ＲＣ名を表示しています。


