
第 1731 回例会（2008.09.24）－観月会－ 

◇ソング 「それでこそロータリー」 

◇出席率  68.2％（出席 13 名・欠席 8 名） 

 

◇本日のお客様  

 西千鶴子様・高橋則子様・杉本春美様・今城そのみ様・山本真紀様  

◇お祝品贈呈  

 (結婚祝 )新江克之会員（10 月） 

 

◇幹事報告  

［9／17 臨時理事会報告］ 

 ・環境ポスターの表彰式の件  

 ・ローターアクト新入会員補強の件  

 ・例会場備品購入の件  

［その他］ 

 ・10 月理事会案内（10／1(水 ) 11:30～12:00※時間厳守  集会室） 

 ・次週例会は環境ポスターの表彰式です。全会員の出席をお願いします。  

 ・10 月ＲＩレート 1＄＝106 円  

◇ニコニコボックス 

・本日はお招きありがとうございます。（西千鶴子様）  

・本日はありがとうございました。急に寒くなりました。御身大切に！（高橋則

子様） 

・「観月会」この機会においしい食事！うれしいです。（杉本春美様） 



・観月会には初めての参加です。楽しみにしてきました。よろしくお願いします。

（今城そのみ様）。 

・息子のベルギー留学本当にありがとうございました。（山本真紀様）  

・本日の観月会にご出席いただきありがとうございます。また、ご夫人の方々

も出席していただき誠にありがとうございます。（西、山本、森功、高橋、今枝、

山口忠、杉本、麝香、吉田、今城、山口博、金津）  

・結婚祝ありがとうございます。長期欠席中ですが忘れないで下さい。（新江）  

 

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

本年度目標額  ９５０，０００円  

当月収入額    ６３，３００円  

本年度累計額  １８５，５００円  

目標達成率      １９ .５３％ 

（前年度同月率） （２６ .２９％） 

（2008.09.24 現在） 

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

 



第 1730 回例会（2008.09.17） 

◇ソング 「奉仕の理想」 

◇出席率  78.9％（出席 15 名・欠席 6 名） 

◇本日のお客様  

  浅野  秀明  様（キリンビール㈱北陸工場  工場長） 

 

◇会長挨拶  

 本日の卓話の先生をご紹介します。白山 RC に所属されています、キリンビ

ール㈱北陸工場長浅野秀明さまです。  

アメリカの大手証券会社リーマンブラザーズが経営破たんしたということで、

今日の新聞に大きく取り上げられていました。また、皆さんのお手元にありま

すビールが本日発売ということで、この記事も大きく載っていました。新聞の

記事を掻い摘んでメモしてきましたので紹介したいと思います。  

「麦の甘味でふわっと」（ある新聞の表現です）、キリンビールが第三のビール

ということで発売した『キリンスムース』は、20 代から 30 代の方々にゆっくり飲

んでいただけるように開発されたそうです。後ほど、卓話よろしくお願いいたし

ます。 

 

◇幹事報告  

・来週 9／24 は観月会です。シェ・ミノールにて、点鐘は午後 6 時です。 

・臨時理事会を例会終了後に例会場にて行います。  

・プルタブ収集の記事を見て、かほく市内の方よりプルタブの寄託がありまし

た。 

    

◇委員会報告  

［奉仕プロジェクト］  

・「地球温暖化防止に関するポスターコンクール」の表彰式を 10／1(水 )の例

会にて行います。受賞者ならびに遠田教育  

 長、市内３中学校の校長先生が出席されます。全会員出席をお願いいたし



ます。 

・10／15(水 )に企業訪問を企画しました。見学先はアシックス武生工場です。

北京オリンピックのユニフォームもここで製造されたそうです。多数のご参加

お願いします。 

 

◇卓話「環境保全と白山の伏流水」  

 浅野  秀明  様（キリンビール㈱北陸工場  工場長） 

 

 

◇ニコニコボックス 

・浅野キリンビール北陸工場長様、卓話ありがとうございました。また、新製

品「キリンスムース」をいただきありがとうござ  

 います。早速いただきます。(西 ) 

・浅野様、卓話ありがとうございます。(山本、高橋、杉本、高井篤、今城、吉

井、金津 ) 

・長い間欠席してすみません。先日お見舞いただきありがとうございました。ま

た誕生祝ありがとうございました。(能田 ) 

・遅れました。(表 ) 

 

第 1729 回例会（2008.09.10） 

◇ソング 「我等の生業」 

◇出席率  72.2％（出席 13 名・欠席 8 名） 



◇本日のお客様  

 山本  道雄  君（ベルギー短期交換派遣学生） 

 

◇森会長エレクト挨拶  

 本日は西会長がお休みなので、１２年ぶりに点鐘させてもらいました。本日

のお客様はベルギー短期交換留学生の山本道雄君です。後程留学の感想

などをお聞かせ下さい。新聞等を見ておりますと、自民党総裁選挙がいよい

よ告示となり、やがて国政選挙が行われるかわからない状況ですが、ふさわ

しい総裁を選んでいただいて、安心できる日本にしてもらえればと思っており

ます。今日は今期最初のイベントであります、かほく市内３中学校から募集し

た「地球温暖化防止」に関するポスターの審査があります。全員で立派な作

品を選びたいと思います。 

 

◇ベルギー短期交換派遣学生  山本道雄君挨拶  

 先月ロータリーのプログラムでベルギーにホームステイしてきました。最初に

イタリアのローマ、フィレンツェ、ベネチア、オーストリアのザルツブルグ、ウィー

ン、べルギーの首都ブリュッセルを観光のあと、半月間ホームステイして、フラ

ンスのパリへ行きました。楽しい仲間達に恵まれて本当に楽しかったです。ホ

ームステイは学生の間にしかできない貴重な体験で、現地の家族の一員とし

て直に生活を体験できたことはとてもすばらしい経験となりました。いろいろな

都市に行くことができましたが、その中でも一番印象に残った所は、イタリア

のベネチアでした。『水の都』と呼ばれていて、運河や川が多くきれいな場所

でとても感動しました。このようなすばらしい旅をサポートしていただいたロータ

リークラブの皆様にはとても感謝しております。ありがとうございました。

 



◇幹事報告  

 ・ロータリー財団は、9 月 10 日付で特定非営利活動法人ロータリー日本財

団を解散し公益財団法人の設立  

 （全面的に税制上の優遇措置を受けることができる）を目指します。  

 ・ガバナーエレクト事務所開設の案内  

    〒920－0918 石川県金沢市尾山町 9 番 13 号  中小企業会館 2 階  

     TEL 076－236－2561 FAX 076－236－2562 

     E-Mail nakagawa＠rotary2610.Jp 

 ・魚津西ＲＣより創立 40 年史が届いています。 

 ・北陸財務局より 9／27 生活設計・資産運用について考えるシンポジウム

の案内  

 ・能田清一会員より退院とお見舞お礼の電話がありました。  

 ・9／3(水 )午後 8 時より河北ＲＡＣの例会に、会長・幹事・奉仕プロジェクト

委員長が出席し、ＲＡの会員増強を早急に実  

  施することとしました。 

 

◇「地球温暖化防止に関するポスター審査」  

 

◇ニコニコボックス 

・本当に楽しい旅でした。大変お世話になりました。ありがとうございます。 (山

本道雄君 ) 

・山本君ようこそ。お土産のチョコレートおいしかったです。 (森功、麝香、今城、

室谷 ) 

・息子がお世話になりました。（山本）  

・早退します。(金津 ) 

・先日無断欠席致しましてすみません。 (表 ) 

 

 



第 1728 回例会（2008.09.03） 

◇ソング 「君が代」・「奉仕の理想」  

◇四つのテスト 

◇出席率  78.9％（出席 15 名・欠席 6 名） 

◇本日のお客様  

 橋本  洋二  様（富山みらいＲＣ）  

 大井山行雄  様（  〃    ） 

 吉田  亜矢  様（ベルギー短期交換派遣学生） 

 

◇会長挨拶  

 西  茂  

 

◇地区大会ホストクラブご挨拶  

 橋本  洋二  様（富山みらいＲＣ 

 

◇お祝い品贈呈  

（結婚祝）吉井  智会員  

 



◇幹事報告  

［9 月度理事会報告］ 

 ・永年勤続、優良従業員表彰の件  

 ・企業訪問の件  

 ・10 月のプログラム 

  10／ 1 クラブフォーラム 担当：奉仕プロジェクト委員会  

  10／ 8 米山奨学生卓話  曲静涛さん（金沢医科大学  世話クラブ：河

北南ＲＣ） 

  10／15 企業訪問  福井アシックス工業㈱武生工場  

  10／22 永年勤続優良従業員表彰  

  10／29 休会   

［その他］ 

 ・高井伊三雄会員長期欠席届提出（9／3～11／22） 

 ・ＲＩレート変更案内  9／1 より  1＄ 106 円→ 108 円  

 

◇委員会報告  

［奉仕プロジェクト］ 10／22（水）に永年勤続・優良従業員表彰を行いますの

で申請お願いします。 

［クラブ管理］ 例会終了後、シェ･ミノールに下見に行きます。  

 

◇ベルギー短期交換留学帰国報告  

 吉田  亜矢さん 

 

 



◇クラブフォーラム「新世代月間について」  

 高井地区ローターアクト委員  

 

◇ニコニコボックス 

・地区大会登録ありがとうございます。当日は会員全員心よりお待ちしており

ます。（大井山行雄様 ) 

・ベルギー短期留学から無事帰国しました。河北ＲＣの皆様、ありがとうござ

いました。（吉田亜矢様） 

・富山みらいＲＣ橋本様、大井山様ようこそ。地区大会の盛会をお祈りいたし

ます。ベルギー短期交換プログラムに参加さ  

 れた吉田亜矢さん、ご苦労様でした。(西、山本、森功、高橋、金津、吉田、

今城、室谷 ) 

・結婚祝ありがとうございます。19 年経ちました。 (吉井 ) 

・前回無断欠席しました。申し訳ありません。 （杉本 ) 

・早退します。 （山口忠 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




