
第 1817 回例会（2010.08.25） 

◇ソング 「それでこそロータリー」 

◇出席率  76.5％（出席 13 名・欠席 4 名） 

◇本日のお客様  

  森津外茂美  様（かほく市健康福祉課  健康推進係長） 

 

 

◇会長挨拶  

 今日の卓話は「メタボの知らない話」というお題でかほく市の健康推進課の

森津係長さんに行っていただく事になっております。メタボに関して言えば、私

を含めて皆さんいくらかお気になさっているのではないでしょうか。実は私も 4

年前までは 100 キロを超えておりました。現在は８５キロになっていますから、

メタボ予備軍にまで改善しているつもりです。メタボについては、これから係長

さんにご講義して戴く事に致しまして、私の方はメタボを脱出する運動の事に

ついて私の個人的な意見を述べさせて戴きます。まず４０歳を過ぎての運動

は注意が必要です。どんな注意かと言うと、いきなりの運動は駄目だという事

です。つまり体を痛めることになります。私がそうでした。ナマクラ者の一時（イ

ットキ）仕事というぐらいで、何でも一気に進めようとする怠け者の典形的な考

え方は中高年の運動には禁物です。よく、そこであきらめる理由を作って中

断してしまいがちです。 

その時に行った接骨院の先生が、今考えてみると良かったように思います。  

先生曰く、「表さん、それは急に走ったからひざを痛めたんだ。それは大腿部

の上の筋肉が衰えていたから、ひざに負担がかかったんだ。水泳でバタ足を

一週間ぐらい続けてごらん。すぐひざなんか治るから…そうすれば、もう、うち

に来なくていいよ。」そのまま素直にそのままバタ足をしたら、本当に治ってし

まいました。 

 もう一つは、よく、ジムの機械でカロリーの数値が出てくる事があります。そ

のカロリー数は、例えば、大福やソフトクリーム一個分とか、頑張ったつもりで

も生ビール一杯分など余計な表示をするおかげで、運動し始めた当初の私



は、「なーんだ、これぐらいなら、やっても意味ない…」と思ったものです。でも、

ちょっと考え方を改めてみると、そんなものを食っても飲んでも、その分は逆に

増えないという事です。なら一緒じゃないか、という事になりますが、これまで

はその分が増えていたのです。帰ったらこの分が思い切り飲めるとなったら、

私の場合は励みになりました。物は考えようです。まあ…結果的に出来たか

らそう言えるんだ、なんて思われるかもしれません。ハイ、そのとおりです。「別

に大したことないよ…」人にそう言ってみたい…そんな思いが実は、私が運動

をやり始めた本当の動機です…恐縮です。 

 

◇新築祝贈呈  森功会員  

 

 

 

◇幹事報告  

・来週はガバナー公式訪問です。11:40～会長幹事懇談会、例会終了後に

写真撮影を行いま 

 す。 

・9 月理事会案内（9／8 午前 11：30～ 事務局） 

・9 月ＲＩレート 1＄＝86 円  

 

◇卓話「脱メタボ！知っててしらないメタボのお話（高血圧編）」  

 森津外茂美  様（かほく市健康福祉課  健康推進係長） 
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◇ニコニコボックス 

・森津様、卓話ありがとうございました。（表、高井、山本、杉本、今城、金津）  

・森津様、卓話ありがとうございました。先般、県体が小松市で開催され、陸

上女子が総合三位になりました。昨年は五位でしたので喜んでいます。（西）  

・自宅が立派に仕上がりましたので。（森）  

 

 

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

本年度目標額   ８００，０００円  

当月収入額     ４７，０００円  

本年度累計額    ９６，０００円  

目標達成率      １２ .００％ 

（前年度同月率    １２ .１９％） 

（2010.08.25 現在） 

/////////////////////////// 
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第 1816 回例会（2010.08.18） 

◇ソング 「我等の生業」 

◇出席率  70.6％（出席 12 名・欠席 5 名） 

◇本日のお客様  

  佐藤  満雄  様（石川第 1 分区Ａ ガバナー補佐） 

  高瀬  裕章  様（石川県農業総合研究センター砂丘地農業試験場長）  

 

 

◇会長挨拶  

 先ほど佐藤ガバナー補佐をお迎えして 40 分ほどお話しさせていただきまし

た。例会終了後に佐藤ガバナー補佐を中心にクラブ協議会がありますので、

皆さんよろしくお願いいたします。 

また、高瀬砂丘地農業試験場長の卓話はかほく市で今一番注目されていま

すルビーロマンの誕生秘話ということで大変期待しております。  

 

◇佐藤ガバナー補佐ご挨拶  

 

 

 

本日は崎山ガバナー公式訪問に先立ちまして、お伺いしました。崎山ガバナ

ーの「地域に合った、オリジナルで独創的な活動をしよう」のテーマのもとに、

「我々の地域を知り、それを世界に伝える」というクラブ目標を掲げ、活動され

ていることに大いに期待申し上げ、挨拶とさせていただきます。  
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◇幹事報告  

・クラブ協議会の案内（例会終了後、2 階会議室）。 

 

◇卓話「ルビーロマン誕生〈大粒のぶどう「ルビーロマン」の開発技術〉」  

 高瀬  裕章  様（石川県農業総合研究センター砂丘地農業試験場長）  

 

 

 

◇ニコニコボックス 

・ガバナー補佐訪問によせて。（佐藤ガバナー補佐）  

・佐藤ガバナー補佐、本日はようこそ。今後ともよろしくお願いいたします。高

瀬様、卓話あり 

 がとうございました。（表、高井、桶谷、森、西、麝香、今城、室谷、金津）  

・佐藤ガバナー補佐、高瀬場長、ようこそ。すみませんが早退させていただき

ます。（吉田） 

 

 

 

第 1815 回例会（2010.08.13）－ベルギー短期交換学生歓迎会－ 

◇出席率  52.9％（出席 9 名・欠席 8 名） 

◇本日のお客様  

  マールテン バーテン君  （ベルギー短期交換学生）  

  アレクサンデル レコー君（    〃     ） 
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  山本  道雄  君（第 11 回ベルギー短期交換派遣学生）  

  新江  綾  さん（ホストファミリー）  

  新江  隼  君  （   〃    ） 

  坂本  純平  君（河北 RAC OB） 

  高畑  裕   君（  〃   ） 

  北村  拓也  君（河北 RAC） 

  中村  昌史  君（ 〃  ） 

 

 

◇幹事報告  

・2012-13 年度 RI 会長指名  八潮 RC 田中作次氏（埼玉県）  

・2011-12 年度派遣交換学生募集案内  

・8／18 ガバナー補佐訪問について  

 

◇ニコニコボックス 

・マールテンさん、アレクサンデルさんようこそお出で下さいました。楽しんでい

って下さい。（表、高井、森、山本、高橋、今城、金津）  

・7 月 31 日の花火大会の時に骨折しました。（新江）  
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第 1814 回例会（2010.08.04） 

◇ソング 「君が代」・「奉仕の理想」  

◇四つのテスト 

◇出席率  76.5％（出席 13 名・欠席 4 名） 

◇本日のお客様  

  苑  永輝  君（米山奨学生） 

 

 

◇会長エレクト挨拶  

 今月は「会員増強および拡大月間」ということで、ロータリーの友 8 月号は

増強の特集記事、RI 指定記事として『ロータリーの基本知識』などが掲載さ

れています。 
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 また、国際ロータリー2010 年規定審議会決定報告書がクラブにも届いてい

ますが、改正の一部を紹介しますと、出席免除会員の年齢が 65 歳以上、四

代奉仕から第五部門に新世代奉仕を追加して五代奉仕とするほか、人頭分

担金の増額などがあります。インターネットでも閲覧できますので、ご覧いただ

きたいと思います。 

 

◇米山奨学金授与  

 

 

 

◇結婚記念祝贈呈  山口博之亟会員  

 

 

 

◇幹事報告  

［8 月度理事会報告］ 

・名誉会員推薦の件  

・ガバナー公式訪問（9／1）の件  ※上着・ネクタイ着用  

・指導者育成セミナー(10／30)の件  
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・西田記念哲学館「友の会」(特別会員 )入会の件  

・9 月のプログラム推薦  

 9／ 1 ガバナー公式訪問  

 9／ 9 クラブフォーラム 担当：奉仕プロジェクト委員会  ※9 月理事会  

 9／15 卓話「30 分でわかる幾多郎講座 (第 1 回 )」大熊玄氏  

 9／22 休会  

 9／29 観月会  

・「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金の件  

・例会場前掲示幕「入りて学び出でて奉仕せよ」の件  

［その他］ 

・来週 8／11(水 )は休会。8／13(金 )「ベルギー短期交換学生歓迎会」焼肉や

まちゃんにて、 

 点鐘午後 6 時 30 分。 

・地区大会本登録のお願い。 

・第 9 回ロータリー全国囲碁大会の案内。  

 

◇クラブフォーラム「会員増強について」西会員組織委員長  

 

 

 

◇ニコニコボックス 

・暑いですが頑張りましょう。特に今年度は会員の増強に !（桶谷） 

・クラブフォーラム「会員増強について」のご協力ありがとうございました。（西）  

・苑さん、ようこそ。西さん、クラブフォーラムありがとうございました。（高井、
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山本、杉本、今  

 城、室谷） 

・結婚祝ありがとうございました。(山口博） 

 


