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会報委員長： 加茂川寛之

2018-2019年度RI会長
マーク・ダニエル・
マローニー

ロータリーは世界をつなぐ

2019-2020年度RI第2610地区テーマ
「一歩前進しよう」
ガバナー：松本耕作

河北南クラブテーマ

「進化に挑む」

村谷会員（津幡工業(株)）による駐車場整備計画

台風15号・19号の影響か、
倒木が見られた

倒壊した添え木を修復



ロータリーソング 「君が代・奉仕の理想」
4つのテスト 「原田充」

会長挨拶

第975回 通常例会 （11月11日(月)）

幹事・委員会報告

沖見好秀、米田誠、横見健太、粟田卓二、
村谷哲也、高松祐輔、原田充、飯田道昭、
岡本壮生、岡田等、蔵西順治、西茂、勝崎猛

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

在籍30年表彰

本日のプログラム 会員卓話「防滑で怪我や労働災害を防ぐ」

先週は、地区大会ということで、当クラブがいろんな
賞を頂きました。非常に光栄なことだなと思います。
一昨日のロータリーロードの草刈りや整理を参加して
くださった皆さん、本当にお疲れ様でした。お陰様で、
ロータリーロードも表彰されました。また、米山記念
奨学金の寄附は、村中委員長が頑張って、地区大会の
二日間で23万円という目標を達成したという話でした。
昨年度から西 前会長からずっと言われたことですが、
『我々は何でも進んで実行しなきゃいけない。人が見
ているんだよ』ということを言っておられました。正
にその通りで、村中さんが行った寄付を集めるにして
も、実際に行動して行ったからこそ、あれだけの寄付
頂けたということですね。このロータリーロードも地
区の委員長が、偶然ですがそれを見られて、評価いた
だいたようです。地区大会での

●幹事（横見健太）
・11月2-3日の地区大会参加の御礼を頂きました。
・ノミニーと次期役員理事の選出の募集を募っております。
立候補される方は来週の月曜日までに事務局まで連絡を
お願いいたします。

●会員増強委員会（飯田道昭）
・例会後に会員増強委員会を行います。

●職業奉仕委員会（代理：沖見好秀）
・地区の職業奉仕で卓話を行います。
演者：刀根様（福井パストガバナー）
日時：2020年1月19日 13時30分
場所：富山電気ビル5階・中ホール

（〒930-0004 富山県富山市桜橋通り3番1号）

沖見好秀 会長

11月・誕生月祝い

横見健太会員（写真左）
村谷哲也会員（写真右）

粟田卓二会員（写真左）

●財団協力優秀クラブ表彰（写真上）
●財団地区補助金プロジェクト賞
「果実の採れる森づくり」事業（写真左）

●ロータリー財団累積10万ドル
達成クラブ表彰（写真右・クリスタル）

すべらんZO ®（(株)レンタコム・エイシー）

カパラグリップ®

(株)イーモア製

下地
鉄（プレート型・28kg） or 
リ・プラマット（シート型7kg）

リ・プラマットは
リノリウムシートの再生マット

新築祝い

横見健太会員（写真左）

(株) レンタコム・エイシ－
代表取締役社長米田誠会員

角田さんの基調講演では、福島
の原発の現場の話をしてたんで
すけども、やはり指導者たる者
は現場をちゃんと見て、それで
そのみんなに慕われる指導者に
ならなきゃいけないというよう
な話でした。それはやはり『行
動しなきゃいけない』『ちゃん
と見られている』という意識に
繋がるかと思います。西さん、
本当にありがとうございました。

会員連絡
●弁護士会（横見健太）
・パワハラ／セクハラ研修会がされますので、興味のある方は
私までご連絡下さい。
日時：12月4日(水)15-17時（後に懇親会）
会場：弁護士会（〒920-0937 金沢市丸の内7番36号）

雨が降っても、防ぐ効果が期待。なお、北陸銀行・津幡支店の
ATMコーナーには，同様の防滑工事を同社が施工。また、村中会員

（(株)アータイ（自動車工場））とトラックの荷台の防滑について商談が成立

平成 30 年事故の
型別労働災害発生状況
「休業4日以上の死傷災害」

引用元：厚生労働省
「平成30年労働災害発生状況」

こちらをできる
限り減らしたい！

無理な反動・
無理な動作

はさまれ・
巻き込まれ

14,585人
(11%)

交通事故（道路）
7,889人(6%)

切れ・こすれ
7,878人(6%)

メーカー希望小売価格

プレート型 3万4千円
シート型2万4千円

防滑工事

塗れた大理石・タイル・
大理石が滑ることは

経験があるかと思います

絵：いらすとや様

(株)イーモア製
・クリアグリップ®

・クリアグリップアクア®

・カパラグリップ®

特殊樹脂

陶器片

被塗体：御影
石、タイルなど

工事現場の養生敷材で高
校生が転倒・骨折を目撃が
起業への思いとなりました。
社長は滑っても、商品は滑り
ませんので、どうぞよろしくお
願いいたします。



ロータリーソング 「君が代・奉仕の理想」
4つのテスト 「ゲスト卓話のため割愛」

会長挨拶

第976回 通常例会 （11月18日(月)）

幹事・委員会報告

会員連絡

本日のプログラム 外部卓話「碁縁を大切に」

神奈川県横浜市の囲碁回書で、東京大学数学科 首席
入学・首席卒業・名古屋大学に就職した夫と出会う。

イギリス・オックスフォードユニバーシティ囲
碁クラブは、ハリーポッターの世界観の雰囲
気で、オックスフォードシティ囲碁クラブは教
会を改装した荘厳な雰囲気の場所とのこと

出身地 石川県野々市市
出身校 金沢泉丘高校

慶應義塾大学総合政策学部卒業
2016年4月 囲碁サロン・シトラスを開業

職業：囲碁サロン席亭・囲碁インストラクター
NHK「囲碁講座」 囲碁将棋チャンネル「竜星
戦」「週刊囲碁パラダイス」等を司会経験

世界中で嗜まれている囲碁

言葉の壁を越えるコミュニ
ケーションツール

庄IC

●

舟橋JC

加茂IC

ボートピア津幡↑かほく市

小矢部市→

↓金沢市

8

59

今日は午後から荒れ模様ということで、皆様お足
元が悪い中、ようこそいらっしゃいました。先日、
ロータリーロードの駐車場ができあがりました。
コンパクトではあるのですが、一つ前進したかな
と思います。この後、ロータリーロ－ドがどんど
んと、どのように広がっていくのかなと思います
と、非常にわくわくします。また、実は先ほど、
臨時の役員理事会で、今週の土曜日に河北潟一周
駅伝に、我々ロータリークラブも参加して、
『ロータリークラブはこういうことをやっていま
すよ』ということを、みんなに見せようというこ
とで、ポリオ撲滅の募金をすることに決定いたし
ました。皆様、ぜひ集まって、協力をお願いいた
します。

沖見好秀 会長

米山奨学金授与
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

先週は日中友好の登山で膝を怪我したためにお休
み頂きまして申し訳ございませんでした。最近は、
研究のテーマが進み、アプリの開発をしています。

●幹事（横見健太）
・12月23日にクラブ戦略会議を開催いたします。
・河北潟一周駅伝でポリオ撲滅募金活動を行います。
集合：11月23日 7時30分 場所：シグナス

幼少期はスパルタ形式の厳しい囲碁
教室に通う。しかし、その甲斐あって
高校では全国大会の常連となる。

沖見好秀、横見健太、粟田卓二、高松祐輔、
川端茂、西茂、原田充、蔵西順二、勝崎猛

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

●道路交通法の改正（蔵西順治）
12月1日より道路交通法が改正させます。いわゆる『なが

ら運転（運転中の携帯電話などの使用や、テレビの視聴）』
への罰則が厳しくなります。
・運転中の携帯電話の使用等（保持・テレビの視聴含む）
点数：3点 反則金：1万8千円（普通）、2万5千円（大型）
・運転中の携帯電話の使用等（交通の危機）
点数：6点 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
みなさん、お気をつけ下さい。

シトラスHPより引用

所在：石川県河北郡津幡町庄チ125-1
TEL & FAX：076-205-4796
住吉神社向かい黄色い建物が目印

囲碁サロン シトラス

営業時間：13:00～19:00（(土のみ)18:00）
定休日：日・月・祝日

補足参考：政府広報オンライン



第977回 通常例会 （11月25日(月)） ロータリーソング 「君が代・奉仕の理想」
4つのテスト 「ゲスト卓話のため割愛」

幹事・委員会報告
●幹事（横見健太）
・職業奉仕研究セミナーの申込書が届きましたので、参加希望者はご連絡下さい。
（日時会場の詳細は11月11日の職業奉仕委員会を参照）
・ 2019年の手続き要覧を希望の方は注文しますので、ご連絡下さい。

ポリオ撲滅募金活動 （11月23日(土)）午前7時30分・シグナス

沖見好秀、横見健太、岡田等、高松祐輔、原田
充、西茂、岡本壮生、粟田卓二、東皆子、米田
誠、飯田道昭、川江泰博、村谷哲也、勝崎猛

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

本日のプログラム 外部卓話「・・・だからロータリーは素晴らしい」

職業分類：放送・通信
生年月日：1942年9月14日生まれ
最終学歴：富山県福光町立福光中学校卒業

ロータリー歴
1983年 7月 砺波南（現・南砺ロータリークラブ）入会
1996年 3月 ポール・ハリス・フェロー
2000-01年度 砺波南（現・南砺ロータリークラブ）会長
2003年12月 米山功労者
2008年 4月 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
2013年 6月 ベネファクター
2012-13年度 富山第4分区ガバナー補佐
2014年 6月 第2回米山功労者 マルチプル
2016-17年度 地区ガバナー
2016年 8月 メジャードナー
2017-18年度 ロータリの友事務所 理事
2018-19年度 地区福ガバナー
2018-20年度 RIJYEM理事

岡部一輝 南砺ロータリークラブ

職業

株式会社オカベ 会長
となみ衛星通信テレビ株式会社 取締役相談役

ティエスティテクノ 取締役相談役
好きな言葉

『昨日の自分を超えろ』
『寛容、慈愛、忍耐』

『陰徳』

会長挨拶

ロータリークラブは地域を代表した経営者の集まりです。
Face to faceで得られるみなさんの成功体験を学ばせて頂きました。

第99回河北潟一周駅伝競争大会で場所をお借りして、ポリオ撲滅募金活動を実施

一昨日の土曜日に第99回河北潟一周駅伝で、
我々ロータリークラブもポリオ撲滅運動の募金
活動をいたしました。この第99回というのは、
駅伝の回数としましては、国内最多回数だそう
です。始まった時期は箱根駅伝と同じだそうで
すが、最多は河北潟一周駅伝が1回多いそうです。
来年は100周年を迎えることで、ここ近年、注目
をされている大会に、我々もお邪魔をさせて頂
きました。金額は9,673円でしたか。これは金額
ではなくて、我々ロータリークラブはどういう
ことをやっているかを、みなさんに広めるため
に行った次第でございます。お陰様で、知り合
いとかからは、『ロータリークラブ珍しいじ』
とか、『ロータリーに入るにはどうしたらいい
のか』とか、そんな風なことを聞かれたりしま
した。あのような素晴らしい場所で、クラブの
活動をすることは良いことであると実感しまし
て、天気も良く、めった汁も美味しく頂きまし
て、良い大会だったと思います。

沖見好秀 会長

●河北潟一周駅伝におけるポリオ撲滅キャンペーン活動の所感（西茂）
先週の土曜日の河北潟一周駅伝99回の大会につきまして、クラブで、ポリオについての幕を張っ
たところ、審判会議様や監督者会議様、金沢市長様、かほく市長様、内灘町長様、津幡町長様な
どより興味をお持ちいただけたような質問がありました。それにつきまして、お話する機会もあ
りまして、近い内にテレビに出ます。ロータリークラブの活動を皆さまに関心いただけるような
形にできたことを、皆さまに感謝申し上げます。ありがとうございました。

←岡本会員は
選手として出場

→
大会の最高責任者

河北潟一周駅伝競走大会実行委員会
河北郡市陸上競技協会会長は

当クラブの西会員 ポリオ撲滅募金が9,673円集まりました。ありがとうございます！

会員連絡

晴天に恵まれる中、選手を
応援しつつ、ポリオ撲滅をPR


