
第 1813 回例会（2010.07.28） 

◇ソング 「それでこそロータリー」 

◇出席率  100％（出席 17 名） 

 

 

◇会長挨拶  

 最近、景気回復の予兆だと言われていますが、なかなか実感がわかないど

ころか、良いところと悪いところの差が、益々拡大しているように思われます。

経営環境の指標が日本だけでは通用しなくなっている状況は皆さんご存じの

とおりです。また、逆に日本だけの理屈が世界に通用しなくなっていることを

最近はガラパゴス化というそうです。ガラパゴスだけで進化してきた状態を揶

揄して言っていることです。事例としては、例えば携帯電話ですね。会話だけ

ではなくて、メール、写真、モバイル、電卓、着信サービス、支払等のキャッシ

ュサービスなど様々な機能が付いていますが、それが世界に売れるかどう

か？実際、文盲率が若干高いところでは、基本的にメール機能は今のところ、

それほどニーズが高くないという事になります。多くの機能を付加する事で価

値を高めてそれを値段に転嫁できるというのは日本でだけ通用する事であっ

て、そうでないところはそれほど必要がなく、それよりも別の機能や値段が大

切であるという事なのかもしれません。字が読めなくても携帯を使う人というの

が出てきているのです。 

 先日、イノベーションのジレンマという言葉をおぼえました。これは、ヨハンセ

ンという人が２０００年に言い出した事だそうです。製品やサービスを提供する

上で、最低限の品質とより良い品質との間で、時間の経過とともに暫時上が

っていくというグラフがありますが、われわれが普通に考えるそのような行為は

当たり前のように受け止められています。しかし、まったくそのような経過を獲

らずに、いきなり、同じようなものが出回ってきて、いつのまにか、市場がそう

いったところに占有されてしまったという事象がイノベーションのジレンマという

そうです。これを破壊的イノベーションというそうです。事例はどういった事が

あるでしょうか？端的にいえば例えば１００円ショップで、あの品数の多さと品

物の品質は、何か格段に向上しているようです。又は国内でも、例の温泉地

での◎◎リゾートなどの事例です。最初から施設を造るのではなく、旅館やホ

テルの処分物件から出発するのでは、最初に料金に差があるのは当たり前

という事になります。他にも多くの事例があると思われます。  

 例えば職業倫理という観点からもそういったことが許されるかどうか？真面

目に地道にやってきた所が、あるときそのような、破壊的イノベーションがやっ



てきた場合、往々にして軽蔑、或いは馬鹿にして、無視していた結果がいつ

の間にか自身の商売が立ちいかなくなっている事の警鐘かもしれません。日

本に於いては特にこの傾向が強く、実際大手企業そのものが政府に掛け合

って、規制を作る事によって、このような事を予防してきました。しかし、今の

状態はどうか？新興国をはじめとした後発組が、まさにそういった事をやって

きているのです。いずれにしても物事の成り立ち様子をまともに見る事、そし

て、その対応を勇気を持って、早く当たる事が必要だと、ヨハンセンさんはいっ

ています。 

日本だけで通用する常識、ガラパゴス化を注意しなくてはなりません。  

 

 

◇皆出席表彰  （ ）は連続皆出席年数  

森功  26（9）、西茂  20（14）、桶谷八郎  18（13）、高橋政明  10（7） 

杉本正一  9、山本順次  7（7）、高井篤志  7（5）、吉田直司  6（6）、 

新江克之  4、表守活  4、金津泰康  2（2） 
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◇幹事報告  

・8 月理事会案内（8／4 午前 11：30～ 事務局） 

・8／13(金 )ベルギー短期交換学生歓迎会案内  

・かほく市長よりチャリティ茶会収益寄付礼状  

 

 

◇2009～2010 年度決算報告  新江会計  

◇2010～2011 年度予算説明  新江会計  
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◇ニコニコボックス 

・皆出席表彰ありがとうございます。 

（表、高井、森、西、桶谷、高橋、杉本、山本、吉田、金津）  

・交換留学でいろいろお世話になります。 (新江 ) 

 

 

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

本年度目標額   ８００，０００円  

当月収入額     ４９，０００円  

本年度累計額    ４９，０００円  

目標達成率       ６ .１３％ 

（前年度同月率    ６ .３８％） 

（2010.07.28 現在） 

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

 

 

 

第 1812 回例会（2010.07.21） 

◇ソング 「それでこそロータリー」 

◇出席率  70.6％（出席 12 名・欠席 5 名） 

◇本日のお客様  

  エリン・エリザベス・フリーマン  さん（アメリカ短期交換留学生） 

 

 

◇会長挨拶  

 今日は熱中症についてお話ししたいと思います。熱中症については実は４

種類あります。まずは熱失神、これは文字通り意識がなくなる症状で発汗と

末梢血管の拡張が原因です。次に熱けいれん、これは主に水分の取りすぎ

で、塩分ミネラルの不足で、不随意筋のけいれんと硬直の症状が見られます。

この２つの症状は本人、或いは第三者がいた場合、すぐにわかる症状で比

較的早く対応が図れます。しかし、これから述べる症状は注意しなければなり



ません。それは、熱疲労です。多量の発汗に水分や塩分の補給が追い付か

ず、脱水症状になった時に発生します。体内、特に直腸温度が３９度以上に

達し、逆に皮膚は冷たくなる症状で、実は自覚症状が比較的無いものです。

これには注意しなければならない。つまり高温の環境下で働いている時、或

いはもっと注意しなければならないのは、気温が３０度まで行かなくても、梅雨

時のように高温多湿の時に発症してしまうのです。  

 実はわたしの会社で３年前にこれによる労働災害を引き起こしてしまいまし

た。丁度、それほど気温が上がらない９月の時でしたが、当時は雨降り模様

で、まさに高温多湿でした。発症した人は建設作業者の方で年齢は５８歳。

発症はまさに熱疲労です。自覚症状がない中でそのまま作業を終え、自宅で

具合が悪くなって、病院に駆け込んだのです。  

 発症する場合の環境、又、発症した場合の緊急の対策、それぞれ実際に

把握してする事が大切かと思います。お互いに注意してこの夏を過ごしましょ

う。 

 

◇幹事報告  

・ 8 月ＲＩレート 1＄＝88 円  

・ 来週 7／28（水）は 100 万ドルの食事です。 

 

◇エリン・フリーマンさん挨拶（7／28(水 )帰国） 

 

◇クラブフォーラム「会員増強について」  

  西会員組織委員長  

 

◇ロータリーの友記事紹介  

  辻会員組織委員  

 

◇ニコニコボックス 

・エリンさん、ようこそ。今後とも頑張って下さい。西さん、辻さんありがとうござ

いました。(表、高井、金津 ) 



・高橋さん、先日は招待ありがとうございました。残り 1 週間、エリンにいい思

い出を作っていきたいと思います。(新江 ) 

 

 

 

第 1811 回例会（2010.07.14） 

◇ソング 「我等の生業」 

◇出席率  82.4％（出席 14 名・欠席 3 名） 

◇本日のお客様  

  エリン・エリザベス・フリーマン  さん（アメリカ短期交換受入留学生） 

  新江航  君（アメリカ短期交換派遣留学生） 

 

 

◇会長挨拶  

 今日は新年度二回目の例会です。先ほど役員理事会が開催され、前年度

の前年度会計決算、年度末例会および 4RC合同例会（地引網）の決算のご

承認をそれぞれ頂きました。またベルギー交換留学生受け入れとガバナー補

佐訪問については、会員各位にはよろしくお願いいたします。さて、先ほどの

話し合いの中で話題の中心になったのは、会員増強のお話であります。西会

員が地区の会員増強委員会で今年度は実にタイトなものになったそうであり

ますが、その内容は単年度のみではなく、長期計画を立案したもので、その

達成状況を地区が管理すると言った内容が我々に示されました。RI 或いは

ガバナー方針での「長期計画」を若干、悪乗りしているように、この説明では

感じましたが私としては実際は我々ロータリー活動そのものがそれなりに充実

し、それが地域社会に訴えるモノがなければ、或いはそれを行っている人物

そのものが魅力ある必要があると思います。だから、まず増員計画ありきでは

本末転倒もいいところかと思います。崎山ガバナーは決してそんなことは言っ

ていないように思われ、伝える言葉とは難しいものです。  



我々のクラブは確かに 17 名の小さなものですが、小さい割には行っている事

業は大きなクラブに引けを取らないものだそうです。一度、中川直前ガバナー

に「ちょっと事業数が多すぎやしないか？」と受けたまった事がありますが、そ

うじゃないとの先輩諸氏の受け答えに中川さんも、「わかった。」とお答えされ

た時には、さすがだなと思いました。しかし、先輩諸氏が残してきてくれている

事業活動は、この会員数ではやはり厳しく、見直しを行っていかなくてはなら

ないかもしれません。でも大事な事は先輩たちが何のために、これら事業を行

ってきたかを検証しなくてはいけないとも思っています。出来るだけ可能な限

り、その思いを先に伝えていければ良いかなと思っています。  

月曜日に高井幹事と河北南ＲＣへ表敬訪問に行ってきました。久しぶりにメ

ーキャップしたんですが、河北南ＲＣは活気があってみんながやる気があると

いう感じを受けました。また、7 時点鐘の夜間例会なので、6 時から理事会が

あったようですが、例会後にもテーブルで継続して理事会を続けていました。

その日のうちに十分議論を出し尽くせることはいいことだと思うので、うちのク

ラブでも考えてみたらどうでしょうか。 

 

◇新江航君挨拶  

 新江航です。7月 28日より一カ月間シアトルへ行かせてもらうことになりまし

た。 

 

 

 

◇「チャリティ茶会収益金贈呈式」  

七塚生涯学習センターへスリッパ 100 足、案内板 2 枚寄贈  
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《出席者》 

 かほく市教育長          遠田  敏博  様  

 かほく市教育部長        酒井  弘幸  様  

 かほく市生涯学習課  課長   沖野  利之  様  

 

 

 

 

◇「石碑の移設報告」かほく市生涯学習課  沖野課長  

 

 

 

当クラブが創立 20周年記念事業で平成 5年に建立し寄贈した石碑（西田幾
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多郎博士の遺墨「猛虎一聲山月高」）がかほく市役所本庁舎の増設工事に

伴い、西田幾多郎記念哲学館駐車場に移設が完了しました。  

 

◇幹事報告  

［７月度理事会報告］ 

 ・今枝祐徹会員の退会届提出の件  

 ・4RC･RAC 合同親睦会（地引網）、年度末例会（山形河北 RC 創立 25 周

年記念例会）決算）の件   

 ・2009～10 年度会計決算報告の件  

 ・ガバナー補佐訪問（8／18）の件  

 ・第 12 回ベルギー短期交換学生受入（2 名）の件  

 ・8 月のプログラム 

  8／ 4 クラブフォーラム 担当：会員組織委員会  

  8／13 ベルギー短期交換学生歓迎会  場所 :焼肉やまちゃん 

  8／18 佐藤ガバナー補佐訪問、卓話  石川県砂丘地農業試験場長  高

瀬裕章氏  

  8／25 卓話「脱メタボ！知っててしらないメタボのお話（高血圧編）」かほく

市健康福祉課  

 ・河北郡市少年剣道大会優勝旗について 

［その他］ 

 ・山形河北 RC より創立 25 周年記念例会出席の礼状が届いています。  

 

◇各委員長活動方針発表  

  西会員組織委員長  

  金津クラブ管理委員  

  室谷奉仕プロジェクト委員長  

  今城ロータリー財団委員長  

 

◇ニコニコボックス 

・エリンさん、航君、ようこそ。各委員長よろしくお願いします。  (表、高井 ) 



・エリンさん、航君、ようこそ。（森、西、山本、杉本、室谷、金津）  

・前回欠席しました。今日が今年度の私の初例会です。本年もよろしくお願い

います。（今城） 

・初めてのホストファミリー楽しんでいます。いろいろとよろしくお願いいたしま

す。(新江 ) 

 

 

 

第 1810 回例会（2010.07.07） 

◇バッチの交換  開会に先立ち、会長、幹事バッチ交換  

 

 

 

◇前会長・前幹事へ花束、記念品贈呈  

 森直前会長、吉田前幹事  
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◇ソング 「君が代」・「奉仕の理想」  

◇四つのテスト 

◇出席率  82.4％（出席 14 名・欠席 3 名） 

◇本日のお客様  

  沖見  好秀  様（河北南ＲＣ 会長） 

  苑  永輝   君（米山奨学生） 

  エリン・エリザベス・フリーマン  さん（アメリカ短期交換留学生） 

 

◇会長挨拶  

 今日から毎回挨拶をしなければならないのですが、これも修行だということ

で頑張ってやっていきたいと思います。 

 先日のＮＨＫ「こころの遺伝子」という番組で野村克也前監督の運命の人、

京都府立峰山高校野球部顧問清水義一さんの『技術の前に人間を磨け』と

いう言葉が紹介されていました。この言葉には野球は年を取っても出来る仕

事ではない、何よりもまずは人間としてちゃんとしていなければならないという

意味が込められていたそうです。野村前監督が他に感銘を受けた言葉に『心

が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば

人格が変わる。人格が変われば運命が変わる。』があるそうです。私もいの

一番に行動から変えていくよう、高井幹事と頑張りますので、ご指導ご鞭撻

のほどよろしくお願いいたします。 

 

◇2010－2011 年度地区役員委嘱状  

Ｒ米山記念奨学会委員会米山寄付増進小委員会  委員  吉田直司会員  

 

◇米山奨学金授与  



 

 

 

◇河北南ＲＣ会長挨拶  

河北ＲＣさんの今年度第 1 回目の例会に出席でき、また私自身初めての例

会場でのメーキャップということで嬉しく思っています。こちらは親クラブであり、

先日の地引網も大変楽しい時間が過ごせました。こういう交流も大事だと思

いますので、今後もこのような交流の場が持てるよう企画もしたいと思います

ので、1 年間よろしくお願いいたします。 

 

 

◇エリン・フリーマンさん挨拶  

 

こんにちは。シアトルからきました、エリン・フリーマンです。  

 

◇誕生月紹介  山口博之亟会員（7 月 26 日生） 

   

◇幹事報告  

 ・金沢南ＲＣ、金沢香林坊ＲＣ、河北南ＲＣより新年度にあたり電報・メール
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が届いています。 

 ・「地区大会」予備登録のお願い 

 ・来週の例会の時に「チャリティ茶会収益金の贈呈式」を行います。七塚生

涯学習センターへスリッパ 100 足、案内板 2 枚寄贈の目録を遠田かほく市教

育長に手渡す予定です。 

 ・山形河北ＲＣよりさくらんぼが届いていますので、帰りにお持ち帰り下さい。 

 

◇委員会報告  

[クラブ管理 ] 今年は誕生祝の記念品を止め、その分を結婚祝の記念品に

まわしたいと思います。 

 

◇会長・幹事活動方針発表  

  表守活会長、高井篤志幹事  

 

◇ニコニコボックス 

・表、高井年度のスタートおめでとうございます。お互い若い力で頑張ってい

きましょう。よろしくお願いします。（沖見好秀様）  

・河北南ＲＣ沖見会長ようこそ。会員の皆様今年度何とかよろしくお願いいた

します。森直前会長、吉田前幹事お疲れ様でした。苑さん、エリンさん頑張っ

て下さい。（森） 

・森直前会長、吉田前幹事お疲れ様でした。これから１年間幹事としてよろし

くお願いします。（高井） 

・沖見さん、今年もよろしくお願いいたします。苑さん、エリンさん、ようこそ。表

会長、高井幹事 1年間頑張って下さい。（桶谷、森、吉田、山本、高橋、麝香、

新江、山口博、金津、室谷） 

 


