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第962回 2019年度・第一例会 （7月1日(月)）
会長挨拶

沖見 好秀 会長

新年度の始まりとなりました、一年間どう
ぞよろしくお願いします。本日より、新しい
メンバーが２人加わりました。非常に活気が
溢れて非常に私も嬉しく思います。
今日は、1日ということで、俱利伽羅山に
一日参りにいってきました。お清めの水の場
所にアジサイの花が綺麗に咲いており粋なも
のを感じ、流石は当クラブのメンバーだと思
いました。すがすがしい気分で今年度一年、
スタートできることが非常に嬉しく思います。

西 前会長から 沖見 新会長へ（写真左）、高松 前幹事から 横見 新幹事へ（写真右）
バッチの贈呈。沖見新年度が始まりました

入会式
（左）原田 充（行政書士）

ロータリーソング 「それでこそロータリー」
4つのテスト 「高松 会員」

米山奨学金授与

皆出席者賞

（右）米田 誠（防滑工事）
リク ハン ヅ

陸 晗子（中国・広東省出身）
金沢大学 自然科学研究科

河北RCから移籍させて
いただきました。

川端会員のご紹介で
入会させて頂きました

幹事・委員会報告
●幹事（横見 健太）
・ガバナーマンスリーレターが紙媒体から電子メールに変更
・日本RC100周年記念バッチ（200円）の申し込みが始まりました。
・河北RC会長・山口 博之亟 様より祝辞を頂きました。

先月に学会でポスター発表をし、今は
博士の入学試験の勉強中です。
9月にはロシアへ交換留学に行きます。

1年目・・・多川 広光
2年目・・・村谷 哲也
3年目・・・加茂川 寛之
4年目・・・高松 祐輔
8年目・・・蔵西 順治
11年目・・・岡田 等
13年目・・・勝﨑 猛
14年目・・・村中 高次郎、
沖見 好秀
18年目・・・飯田 道昭
28年目・・・粟田 卓二
29年目・・・西 茂

会長就任挨拶

●社会奉仕・新世代（青少年）委員会（飯田 道昭）
・来年の交換留学生の募集が始まりました。（対象：現中学3年生・高校1年生、大学生）

●親睦委員会（勝﨑 猛）
・7月22日に納涼例会ならびに新入会員歓迎会を「やまちゃん」で行います。

●ロータリー情報・雑誌・広報（西 茂）
・国際RC会長にマーク・ダニエル・マローニー氏が就任し、今年のテーマが「ロータリー
は世界をつなぐ」となりました。

●クラブ活性化委員会（加茂川 寛之）
・河北南RC紹介用パンフレットは、後1月を目途に完成予定です。

社会のIoT化が進み、時代は
変わり続けます。その様な中で
の前年踏襲は後退に他なりませ
ん。クラブテーマの『進化に挑
む』ためにも、明確に目標を立
て、それを達成すべく行動をし
ていきたいと思います。
どうぞ、よろしくお願いいたしま
す。

ニコニコBOX・ロータリー財団・ポリオプラス・米山奨学会寄附紹介
沖見 好秀、横見 健太、原田 充、米田 誠、西 茂、村中 高次郎、岡田 等、飯田 道昭、粟田 卓治、多川 裕満、蔵西 順治、高松 祐輔 、村谷 哲也、勝﨑 猛

第963回 通常例会 （7月8日(月)）

ロータリーソング 「それでこそロータリー」
4つのテスト 「加茂川 会員」

会長挨拶
昨日、実家でジャガイモ堀りをしてきま
した。今年はサイズがイマイチで、農業
が奥深さ感じました。また馴れない仕事
による筋肉痛や、ブヨ刺されて痒い思い
をするなど大変でした。また、先日に河
北ロータリーの方へご挨拶をしに行き、
そこでは話し合いで、即断即決がみられ
フットワークの軽さに感心させられまし
た。これは見習いたいと思いました。

山口博之亟
河北RC会長

●幹事（横見 健太）
・ロータリーリーダーシップ研究会の案内です。
日時：8月31日(土) 9時30分～17時。会場：富山県会館。
会費：5000円。参加〆切りが8月6日。
希望される方は、事務局まで。

●社会奉仕委員会（沖見 好秀）
・ロータリーロード清掃を7月13日(土) 9時から行います。

沖見 好秀 会長

ゲスト挨拶

幹事・委員会報告

7月21日に網引きを行いますので、河北
南 RC の 皆 さ ん も 是 非 来 て 下 さ い 。 ま
た、当クラブでは今年度、ロータリーク
ラブで行われる甲子園の野球大会に初め
て参加してきます。機会がありましたら
是非、皆さんに味わっていただきたいと
思います。昨年度は、室谷元会長同級生
コンビでしたが、今年度は会長も幹事も
山口の「ダブル山口」で頑張りますの
で、よろしくお願いいたします。

ニコニコBOX・ロータリー財団
ポリオプラス・米山奨学会寄附紹介
山口 博之亟（河北RC会長）、山口 栄治（河北RC幹事)
沖見 好秀、横見 健太、西 茂、川端 茂、多川 裕満、
原田 充、飯田 道昭、粟田 卓治、岡田 等、村谷 哲也、
高松 祐輔 、勝﨑 猛

本日のプログラム・今年度各委員会活動方針発表
●クラブ管理委員会（委員長：高松）
・委員会の管理が業務となります。各委員会から重要案件が挙
がりましたら、話し合いの場を設けます

●会員拡大増強委員会（委員長：飯田）
・宴席にはできる限り、ご友達をお誘い合わせをして頂きた
い。楽しい宴会を設ければ、必ず入会の道が開けると思います
ので、是非よろしくお願いいたします。

●ロータリー情報・雑誌・広報委員会（委員長：西）
・ロータリー友の記事で、強調されている部分をA4用紙1枚に
抜き出し、毎月第一例会に皆さんに配布
・各種メディアを通じてロータリーを広報していきたい。

●プログラム・出席・ニコニコ委員会（委員長：勝﨑）
・当クラブは出席率が良くはない方ですので、目標を75％に設
定したいと思います。
・外部卓話を充実させたいので、良い方がいらっしゃいました
ら紹介をお願いいたします。
・例会でやりたいプログラムがありましたらご連絡ください。
・新会員による、イニシエーションスピーチを設けますのでよ
ろしくお願いいたします。
・ニコニコボックスの目標額が80万円を目指します。

●クラブ会報委員会（委員長：加茂川）
・ある程度のクオリティを保ちたいので議事録を作成します。
ただ、議事録作成が大変なので、効率化を図るために、会長挨
拶や、幹事・委員会報告などは、事前に内容を私までメールを
頂けますと、非常に助かります。よろしくお願いいたします。
・クラブのカメラが古いので、買い換えをお願いします。

●職業奉仕委員会（副委員長：勝﨑）
・クラブ内で勉強会を行いたい
・地区のクラブの報告を随時行います
・企業訪問を企画したいので、良い企業がありましたらお
知らせ下さい
・1月に優良従業員表彰、地区功労者表彰を行いたい の
で、こちらも候補の方がいらっしゃいましたらお知らせ下
さい。
・若手経営者のコミュニケーションは場を設けて、会員拡
大に繋げていきたい

●社会奉仕・青年委員会（副委員長：沖見）
・来年3月に学童野球『かが能登大会』の後援を行います。
・ロータリーロードの清掃を、7月13日、9月、10月、来年
の5月に行います。今年度は駐車場を設ける予定です。
・現在、お声を頂いております。やまびこ学園さんの餅つ
きをなるべく対応したく思います

●国際奉仕委員会（副委員長：飯田）
・ロータリー財団への協力を推進
・2つ目は100万ドル食事会の実施
・3つめは書き損じハガキの回収

●ロータリー財団委員会（委員長：多川）
・寄附を頂く習慣が既にありますので、今年度はその運用
方法について提案ならびに方針を決め、クラブの活性化に
繋げたいと思います。

●米山記念奨学委員会（副委員長：村谷）

●親睦委員会（代読：横見）

・米山記念奨学生にも、例会になるべく出席してもらいコ
ミュニケーションを図り地域交流の輪を広げたい。

・会員の友情を深めると共に、会員ご家族相互の親睦も図り、
会員候補も参加をしやすい活動を行い、会員増強に繋げ、みな
さんが楽しめる親睦計画を提案いたしたい。

●会場監督委員会（委員長：村谷）

●奉仕活動委員会（代読：横見）
・各委員会の事業活動が円滑に実施できるように各委員会と打
ち合わせを行う

・クラブ例会を円滑に進行し、参加者全員に楽しめるよう
に雰囲気を作りに務めていきます。噛まないように頑張っ
ていきたいと思います。

ロータリーロード清掃 （7月13日(土)）午前9時・河北潟干拓地
天気：曇ときどき晴
気温：23 ℃

天候に恵まれる中、
みんなで草刈り

第964回 納涼例会 （7月22日(月)）午後6時30分・焼き肉 やまちゃん
会長挨拶

沖見 好秀 会長

乾杯挨拶

昨日は河北ロータリークラブの地引
き網に参加させていただきました。
河北さんは当日、朝7時から用意さ
れていたのですが、その甲斐あって
か、好漁でした。私もカマスを20
匹ほどいただき一夜干しました。大
変美味しく、本日持ってこようかと
思いましたが、今日は肉を食べる日
ということ遠慮をいたしました。今
日は楽しい懇親会といたしたいと思
いますので、どうぞ、よろしくお願
いいたします。

昨日、私は地場産で、広報の委員会が
ありました。北國新聞の北山さんが来ら
れておりましたが、残念ながらロータ
リークラブが地域で、どのような活動を
されているのかが、上手く知られていな
いということでした（日本人の6割以上が
知らないとのこと）。それでも、例え認
知度は低くとも常に『見られている』こ
とを意識し、前向きな活動を、これから
も呼びかけていきたいと思います。

西 茂 会員

7月・誕生祝い

↑柔らかいお肉と、シャキシャキシーザーサラダ

キッズルーム完備！
7月の誕生祝 東 会員（写真左）
焼き肉「やまちゃん」店長・
山口（写真右・河北RC会
員）。13年前に先代、忠雄
氏より引き継ぎ、今年25周
年を迎えて店舗を改装。
岡本会員（写真左）が設計
を携わり、7月11日より新
装オープン！

ニコニコBOX・ロータリー財団
ポリオプラス・米山奨学会寄附紹介
沖見 好秀、横見 健太、西 茂、
川端 茂、岡本 壮生、東 皆子、
原田 充、飯田 道昭、粟田 卓治、
村谷 哲也、高松 祐輔 、勝﨑 猛、
蔵西 順治、内潟 浩一郎
焼き肉 やまちゃん
かほく市浜北ロ92-2
TEL：076-283-4990

勝﨑 猛 会員による
一本締め

第963回 通常例会 （7月29日(月)）

ロータリーソング 「それでこそロータリー」
4つのテスト 「川端 会員」

会長挨拶
昨日、職業奉仕委員会の基調講演に岡田さん
と岡本さんとで参加してきました。若林直前ガ
バナーによる演題は『職業奉仕がロータリーの
核心か』でした。その内容は、当クラブ勉強会
で用いたロータリーの研修基本手引きの内容で
あり、我々は先取りして勉強していたため理解
がしやすくて助かりました。また、『ロータ
リーの職業奉仕とは』という、佐藤千住が書か
れた本は、岡田さんの一押し本で、地区の勉強
会を読み合ったようです。当クラブでも次は是
非これに移っていければと思います。

幹事・委員会報告
●幹事（横見 健太）
・2610地区大会（ホストクラブ：金沢香林坊RC）
沖見 好秀 会長

日時：11月2日(土)-11月3日(日) 会場：石川県立音楽堂
出席できる方は積極的に出席をお願いいたします。

・今年度の事業計画書の冊子ができました。
→誤記もありましたので、訂正資料に差し替えください。
また他にも見つかりましたら、ご連絡をお願いします。

●クラブ活性化委員会（加茂川 寛之）

ガバナー補佐挨拶

・自己PR欄の完成がもうすぐです。未提出の方はお早
目にお願いします。
・印刷部数の検討ならびに予算確保をお願いします。

これまでに、親クラブの河北RCさんと香林坊RC
さんの2つに行きました。いろんな情報をいただけ
まして、当クラブで参考なればと思います。また河
北RCさんに卓話を頼まれたのでしてきました。タ
イトルは『我が職業とロータリー～学びと友情～』
です。これは、地区の勉強会普及の取り組みとクラ
ブの戦略計画ということで、当クラブで行ったこと
や、これから行おうとしていることの概略をお話し
ました。私の突っ走る性格もありまして、かなり注
目されているような気がしました。これから、さら
に『見られている』ように、もっと楽しく中身のあ
るクラブになればと思います。

岡田 等 ガバナー補佐

本日のプログラム：米山奨学生卓話
陸 晗子（リク ハンヅ） さん
金沢大学大学院 自然科学研究科

大学
北京理工大学

●
●

中国と日本での違い

出生：富山県

→持ち歩くのはカギとスマートホンだけ！

×

●
珠海市
小学校～高校卒業

牡蠣と白ネギの炒め物が
とても美味とのこと

キャッシュレスが進んでおり、スマホのQRコード決済が
ほとんどで、身分証などもスマートホンで済むらしい

研究テーマ
ウェアラブル深部体温計の開発研究
※深部体温→内蔵温度などは、外気に
よって変化しにくく、ほぼ37℃に保たれる
※表面体温→
外気によって変化しやすい

熱中症の予兆や、
癌治療の発熱検出に期待

現在は大型で消費電力も
大きく、利用はほぼ医療現場のみ

ニコニコBOX・ロータリー財団
ポリオプラス・米山奨学会寄附

（※イメージ）

沖見 好秀、横見 健太、西 茂、
高松 祐輔、酒井 博、広瀬 和人、
飯田 道昭、蔵西 順治、 米田 誠、
原田 充、川端 茂、粟田 卓治、
勝泉 完、村谷 哲也、勝﨑 猛

小型化、装着型（ウェアブル）化が
課題（※イメージ）

絵：いらすとや 様
編集：加茂川 寛之

