
第 1735 回例会（2008.10.22） 

◇ソング 「それでこそロータリー」 

◇出席率  72.2％（出席 13 名・欠席 8 名） 

 

◇会長挨拶  

 先週は企業訪問ということで、久しぶりに県外のアシックス武生工場へ見

学に行ってきました。北京オリンピック等見ますと、ユニフォームが非常にたく

さんの機能性を持っており、そのユニフォームが日本のアシックスの武生工場

で作られているそうで、型を起こして裁断、縫製の工程を見せていただきまし

た。スポーツ用品の業界ではアシックスが世界第４位というお話も伺いました。  

 本日のプログラムは毎年この時期に行っています優良従業員表彰の予定

でしたが、今年は該当する方々が現れなかったので、米山記念奨学会『すば

らしい贈り物』（DVD）をぜひ見てほしいということで急きょプログラムを変更し

ました。 

皆さんもご存じのように、現在日本には外国の方が急速に増加していますが、

それが予想以上に増えており、大学生の 10 人に１人が外国人です。福田前

総理は留学生 30 万人計画を打ち出していました。そういうなかで、大学を卒

業し、日本国内で就職した外国人の留学生は去年（2007 年）には１万人を

超え（正式には 12262 人）、前年比（2006 年）24%増だそうです。日本は今後、

世界により開かれた国として、就職支援を含めた留学生の受入体制をます

ます強化する方針を固めているそうです。そんな意味でロータリーが進めてい

ます米山奨学生がますます増えていくようにロータリーも努力しているわけで

すが、米山記念奨学会の事業の内容を改めて見ていただきたいと思います。  

 

◇幹事報告  

 ・来週 10／29 は休会です。 

 ・11 月度理事会案内（11／5 午前 11：30～ 集会室） 

 ・11 月ＲＩレート 1＄＝100 円  

 ・金沢ＲＣ事務局住所町名変更案内  



   11／1 より 金沢市南町４番１号（旧  金沢市高岡町 1-50） 

 ・輪島ＲＣより会報が届いています。  

 ・11／15 地区大会にてロータリー財団協力優秀クラブ賞として表彰されま

す。 

 ・11／16 地区大会バス出発時間を参加者に案内しました。  

 ・ローターアクトの会員募集を随時行っておりますので、ご協力をお願いしま

す。 

 

◇委員会報告  

［茶道同好会］ 今日から練習を再開します。お茶に興味のある方入会お願

いします。 

 

◇米山記念奨学会『すばらしい贈り物』（DVD） 

 

◇ニコニコボックス 

・森功様、長きに渡り行政相談員として総務大臣賞受賞おめでとうございま

した。（西） 

・お知り合いにアクトのメンバーになって頂ける方おいでませんか？ご協力よ

ろしくお願いいます。（山本） 

・例会無断欠席しました。（今枝）  

・２回続けて欠席しました。申し訳ありません。（室谷）  

 

/////////////////////////// 

本年度目標額   ９５０，０００円  

当月収入額     ５９，０００円  

本年度累計額   ２４４，５００円  

目標達成率        ２５ .７４％ 

（前年度同月率）   （３２ .２４％）  

（2008.10.22 現在） 

/////////////////////////// 



第 1734 回例会（2008.10.15）－企業訪問－ 

福井アシックス工業㈱武生工場見学  

 

◇出席率  55.6％（出席 10 名・欠席 11 名） 

  

 恒例の企業訪問が奉仕プロジェクト委員会により行なわれ、会員夫人を含

め 13 名が参加しました。山口工場長よりアシックスの会社概況、北京オリン

ピック男子日本バレーボールチームのユニフォーム等の別注工場である武生

工場の説明を受けたあと、裁断、縫製、検品、包装等の工程を見学させてい

ただきました。 

 

 

 

 

 



第 1733 回例会（2008.10.08） 

◇ソング 「我等の生業」 

◇出席率  77.8％（出席 14 名・欠席 7 名） 

 

◇本日のお客様  

 加茂川寛人  様（河北南ロータリークラブ）  

 曲  静涛   様（米山奨学生  金沢医科大学） 

 

◇会長挨拶  

 西  茂  

 

◇加茂川寛人様ご挨拶  

 皆さん、お久しぶりです。前年度は会長という立場でしたが、今日はカウン

セラーとして参りました。後ほど曲さんの卓話を聞いてあげて下さい。よろしく

お願いします。 

 

◇お祝い品贈呈  

（誕生祝）山口忠雄会員  

（結婚祝）山口忠雄会員、表守活会員  

 



 

 

◇幹事報告  

 ・来週 10／15 は企業訪問です。ふれあい館 10 時 30 分出発です。 

 ・明日 10／9（木）午後 8 時より河北 RAC の例会がありますので、RA 会員

候補者を連れてご出席お願いいたします。 

 ・『第 7 回ロータリー全国囲碁大会』開催の案内  

   日  時：2008 年 11 月 29 日 (土 )  9:30 登録受付  10:00 開会式  17:00

表彰式  

   会  場：日本棋院会館（東京・市ヶ谷）1F ホール 

   登録料：7,000 円（昼食代、賞品等含む） 

 ・白山ＲＣより活動計画書、羽咋ＲＣより創立 35 周年記念誌が届いていま

す。 

 ・経済産業省より「ベンチャー企業育成に関する協力のお願い」として『ベン

チャー企業投資促進税制（エンジェル税制）  

 の案内』が届いています。 

    

◇委員会報告  

［クラブ管理］ 例会終了後、委員会を開きますのでご出席願います。  

［茶道同好会］ 本日の練習は都合により中止になりました。次回は 10／22

です。会員募集中です。 

［クラブ管理（会報）］  会報ホームページ 7・8 月分コピー配布しました。 

 

 



◇米山奨学生卓話「漢字について」  

  曲  静涛  様（金沢医科大学） 

 

 

◇ニコニコボックス 

・皆様お久しぶりです。今日はカウンセラーとして楽しませてもらいました。（加

茂川寛人様） 

・河北南ＲＣ加茂川様、ようこそ。曲静涛さん、卓話ありがとうございました。 

 （西、山本、森功、森良、高橋、杉本、今城、金津、吉井）  

・誕生祝、結婚祝ありがとうございました。元気で頑張ります。（山口忠）  

・結婚祝ありがとうございます。ちなみにノーベル賞で評価された業績は 50年

前と 30 年前に発表されたものです。本当に  

 おめでたいと思っています。（表）  

 

第 1732 回例会（2008.10.01） 

◇ソング 「君が代」・「奉仕の理想」  

◇四つのテスト 

◇出席率  77.8％（出席 14 名・欠席 7 名） 

 

◇本日のお客様  

 遠田  敏博  様（かほく市教育長） 

 溝口  牧彦  様（かほく市立宇ノ気中学校  校長） 



 山本  滝男  様（  〃  高松中学校  校長） 

 渡邊  毅   様（  〃  河北台中学校  教頭） 

 

◇会長挨拶  

 地球温暖化が進んでいるということでロータリーでも温暖化についてはいろ

いろな講習や話をそれぞれが聞いているわけですが、この件につきましては１

年や２年で解決するという問題ではありません。20 年、30 年という長期に渡

って一人ひとりが心掛けていかなければならないということから、かほく市内の

中学校にポスターをお願いしまして、それぞれ各学校から提出していただきま

した。その中で最優秀賞 1点、優秀賞 3点、佳作を決めさせていただきました。

本日の表彰式ならびにポスターにつきましてご協力いただきましたことに関し、

あらためてお礼申し上げます。 

 

 

◇「地球温暖化防止」に関するポスターコンクール表彰式  

  最優秀賞   岡井  泉季  （高松中学校） 

  優秀賞    新木  麻友  （高松中学校） 

    〃    鍋谷  彩也香（河北台中学校） 

    〃    村本  この実（宇ノ気中学校） 



 

 

◇お祝い品贈呈  

（誕生祝）今城清一会員、高井篤志会員、吉井智会員  

（結婚祝）今城清一会員、桶谷八郎会員、杉本正一会員、西茂会員、森功

会員  

 

 

◇幹事報告  

［10 月度理事会報告］ 

 ・会員候補者賛否の件  

 ・永年勤続、優良従業員表彰の件  

 ・観月会決算書の件  

 ・11 月のプログラム 

  11／ 5 クラブフォーラム 担当：ロータリー財団委員会  

  11／12 卓話  地区職業奉仕委員長  不室  昭氏（㈱加賀麩不室屋  代

表取締役会長） 

  11／19 会員卓話  （百万ドルの食事） 

  11／26 卓話  ㈱鏑木  代表  鏑木基由氏（金沢東ＲＣ）  



［その他］ 

 ・河北ローターアクトクラブの会員増強例会が 10／8(水 )から 10／9(木 )に変

更となりました。場所は例会場、点鐘は午  

  後 8 時です。 

 

 

◇委員会報告  

［奉仕プロジェクト］ 

 10／15（水）企業訪問の締切が本日ですので、まだ出欠表に記入されてい

ない方は記入お願いします。  

 

 

◇卓話「かほく市学校支援推進事業について」  

 遠田  敏博  様（かほく市教育長） 

 

 

◇ニコニコボックス 

・卓話謝礼をニコ BOX へ。(遠田敏博様 ) 

・教育長、学校長様、お忙しい中に出席していただきましてありがとうございま

した。また、各受賞されました皆様おめでと  

 うございます。 (西、山本、森功、桶谷、高橋、杉本、麝香、金津、吉田、高

井篤、今城、吉井、室谷 ) 

・結婚祝ありがとうございます。 (西、森功、桶谷、杉本、今城 ) 

・誕生祝ありがとうございました。 (今城、高井篤 ) 




