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ロータリーは世界をつなぐ

第969回 通常例会 （9月2日(月)）
会長挨拶

早い物でもう9月になりました。9月は基本的教育と識字率向上
月間ということになっております。日本では識字率向上とは縁遠
くなってはいるのですが、『今時の子供は勉強が非常に楽となっ
ている』と感じます。学校からの宿題にしても、スマートホンが
答えを出してくれます。果たしてそれが、今後、子供達にどのよ
うな影響を与えるのかということを考えた時に、『大丈夫かな』
というのが、素直な意見でございます。やり方はいろいろあるか
と思いますが、『地道な努力や細かい作業が何のために必要なの
か』ということを考えた時に、例えば忍耐力を鍛えることに、非
常に影響があるのかと個人的には思っています。今時の若者は、
社会に出たときに、入社して1時間で退職してしまう方がいらっ
しゃるようです。これは忍耐力が足りないからという気がします。
ただ、コミュニケーションがとれれば良いというわけではありま
せん。やはり、コミュニケーションの中にも忍耐力が必要になっ
てくるのかなということを思いました。識字率向上と一緒に、そ
の辺を考えていただければと思います。

沖見 好秀 会長

ロータリーソング 「奉仕の理想」
4つのテスト 「公開例会のため割愛」
●幹事（横見 健太）

幹事・委員会報告

・9月いっぱいまでを、クールビズとしましょう。
・地区大会ですが、まだ参加者が少ないので、ご都合のつく
方は是非参加していただければと思います。

●親睦委員会（川江 康博）
・9月30日に観月会を開催します。バスの手配は現在相談中
です。

●社会奉仕委員会（沖見 好秀）
・9月14日にロータリーロードの整備を行います。多少の雨で
も行いますので、皆さん動きやすい格好でご参加ください。

本日のプログラム「卓話・『SDGs』は地方創生に向けた協働取組みの合い言葉」

米山奨学金授与

拡大する社会的な経済格差・社会的矛盾・環境問題

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

国連の食料支援：320万トン
日本で廃棄される食料：640万トン

このままでは
いけない

SDGs
（持続可能な開発目標）

他にも、経済格差
世界の下位50％と
世界で最も裕福な26人が
ほぼ同じ資産額

ロシアの学会で、
最優秀ポスター賞を頂きました。

金沢星稜大学 経済学部長
新 広昭 教授

海洋プラスチックごみ：現在3億トン
→2050年11億トン
海の中の魚の総量：11億トン

S：Sustainable（持続できる）
D：Development（開発）
G：Goal（目標）
s：複数形

国連の加盟国（169カ国）が
全会一致で可決

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー賞

持続可能な開発のための17の目標
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平和と公正を
すべての人に

パートナーシップで
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岡田 等会員
（写真左）

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、蔵西 順治、米
田 誠、高松 祐輔、飯田 道昭、粟田 卓治、多
川 裕満、原田 充、村谷 哲也、勝﨑 猛

※国連広報でロゴがあり、ただし使用は申請が必要なようです。

首相が日本における本部長
各国務大臣が副本部長

日本の政策の3本の柱
①人工知能による社会問題の解決（Society 5.0）
②持続可能な地方創生、町おこし
③若者と女性の能力強化

結び

ロータリークラブの理念と、
ほぼ同様なので、継続的な活躍をお祈りします

第970回 通常例会 （9月9日(月)）
会長挨拶

沖見 好秀 会長

本日は台風の影響で35度辺りまで上がった中、みなさん、お疲れのところ、よ
うこそおいでくださいました。最近、マイロータリーにおいて、RIから来月の
『ポリオデー』のことについてメールが届きます。10月24日が『世界ポリオ
デー』ですが、ロータリーでは『ポリオプラス』という形で皆さん取り組んで
おります。1985年に定められたポリオプラスは、ポリオ以外にも、子供たちに
広がる伝染病であるハシカや結核、百日咳、ジフテリアを含み、それらをまと
めて撲滅しましょうことで、ロータリーがポリオ『プラス』として定めました。
それで、今日、西 会員ともお話したのですけど、当クラブでも、その一ヵ月
後ではありますが、11月23日の河北潟一周駅伝でポリオ撲滅の旗を掲げ、募金
活動をしようと計画が持ち上がっております。ポリオは撲滅まで、パキスタン
と、アフガニスタンの2カ国です。社会情勢により危ない地域ということで、
支援が届きにくいですが、後もう少しです。これは、一つの団体、一人の個人
だけでは、当然できませんので、皆さんにも、それを意識し、広めることに
よって実現できるのではないかということをメールを読みながら感じました、
皆さんも是非、マイロータリーを利用してみてください。

ロータリーソング 「我らの生業」
4つのテスト 「米田 誠 会員」

幹事・委員会報告
●幹事（代理：沖見 好秀）
・9月30日の観月会の出欠を出して下さい。
・指導者育成セミナー開催の案内が来ております。
日時：11月2日(土)午後2時 会場：県立音楽堂

●戦略計画委員会（沖見 好秀）
・例会終了後にクラブ戦略計画委員会を開きます。

新工場完成祝

リーダーシップ研修Ⅰ修了表彰

岡田 等会員
（写真左）

本日のプログラム・会員卓話
「砕石の地盤工法の説明
(いかに環境にやさしいか)」

村谷 哲也会員
（写真左）

多川 裕満 （写真左）
投資した分を頑張って稼ぎたいと思います

既存の地盤改良工法には4つの問題点が

②資産目減り問題
・・・廃棄物

①環境汚染問題
・・・六価クロム※
セメントおよびセメント系固化剤を使用
した改良土から基準を超える濃度で有
害な六価クロムが溶出するおそれあり

(株)コントラック
代表取締役
川端 茂

（経済産業省技調発第48号・平成12年3月24日）

鋼管杭などは産業廃棄物扱い
→譲渡・売却時の資産が目減り

③品質不良問題
既存の地盤改良工法
表層改良工法

柱状改良工法

セメント系固化剤と腐食土との
相性で固結不良が生じることがある。
→不同沈下の原因に

鋼管杭

④液状化問題
地震発生時に、比重の
大きな土砂が沈み込み、
小さな水（地下水）が浮き
上がる現象

これらの問題を解消するのが
HySEED （天然砕石パイル）工法

※補足 クロム（Cr） 原子番号24
・鉄に10～30％ほど混ぜるとステンレス鋼となる
・人体にも約2mg/70kgで含まれ、糖やコレステロー
ルの代謝に使われる。
（必須元素で1日10mgの摂取が求められる）
・自然界では三価（Cr3+）で存在するが、六価（Cr6+）
となると発がん性が報告される

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、川端 茂、村中 高次郎、粟田 卓二、
多川 裕満、蔵西 順治、高松 祐輔、岡田 等、村谷 哲也、
飯田 道昭、米田 誠、原田 充、西 茂、勝崎 猛

セメントゼロの
オーガニック地盤保証

ビ

オ ス

BIOS

地盤に穴を開けた後、
ドリルの逆回転で
天然採石を押し込む

絵：いらすとや 様

(一社)住宅不動産資産価値保全保証協会による、地盤を公正に
調査・解析し、環境汚染の心配のない安全な地盤を保証するサービス
保証期間30年 最高金額5,000万円

ロータリーロード清掃 （9月14日(土)）午前9時・河北潟干拓地
天気：快晴
気温：27 ℃

天候に恵まれる中、
みんなで草刈り

←Before

After→

第971回 観月例会 （9月30日(月)）午後6時00分・勝崎館
今日はみなさん、お集まり頂きまして、ありがとうご
ざいます。金曜日に、金沢西RCの創立55周年の記念
に呼ばれて、横見さんと岡田さんの3人で行ってまい
りました。55周年という周年行事がありましたけど、
非常に沢山の方がおいでていまして、姉妹クラブであ
る、台湾の台北新RCから31名、他にも、山形、浦和
のRCさんが来られまして、盛大な式典となりました。
金沢西RC さんは50名弱のクラブではあるのですが、
非常に力の入った、素晴らしい例会を見て感銘を受け
ました。その中で、会員さんの同好会があり、会員で
歌を歌いながら会長さんが踊るというものですけども、
1年前から練習をしているということで、式典に対す
る強い思い入れが見られ、感動いたしました。我々も
再来年に25周年ということで、参考になるかなと思
いました。本日は観月例会ということで、みなさん、
どうぞ、楽しんで、盛り上がっていきましょう。

会長挨拶

幹事・委員会報告
●職業奉仕委員会（代理：沖見 好秀）
・10月28日に、サンタ株式会社（無煙ロースターが主力商品）への企
業訪問がきまりました。皆さんのご出席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、岡田 等、西 茂、蔵西 順治、粟田 卓二、
勝崎 猛、高松 祐輔、村谷 哲也、米田 誠、加茂川 寛之、
川江 康博、酒井 博、岡本 壮生、飯田 道昭、原田 充

乾杯挨拶
リク ハン ヅ

観月会

米山記念奨学生 陸 晗子

川江親睦委員長による
司会進行で大盛り上がり

ロシアに2週間行ってきました。第1
週目はのカザン大学に行き、自分の
研究テーマに対するアドバイスを頂
き、また、ソフトウエアを用いた回路
のシュミレーションをしました。第2週
は、教会などの文化の訪問をしてき
ました。

琴・尺八演奏
喜多 雅正 先生（写真左）
勝﨑 会員（写真右）
銀燭♪／夜の歌♪
荒城の月抄♪

カラオケ大会
最後の雨♪／中西 保志
江の川♪／成世 昌平

二億四千万の瞳♪
／郷 ひろみ

天城越え♪
／石川さゆり
北の漁場♪
／北島 三郎
加賀の女♪
／北島 三郎

手に手つないで♪

パプリカ♪／Foorin

但願人長久♪
／鄧麗君

高嶺の花子さん♪
／backnumber
PADDLE♪
／Mr.Children

ロビンソン♪
／スピッツ

西 会員
「向かってくる途中の
夕日が綺麗でした。」

