
第 1839 回例会（2011.02.20）－石川第 1 分区都市連合会（ＩＭ）－ 

午後 1時 00分より石川県地場産業振興センターにおいて『石川第一分区都

市連合会（ＩＭ）』が白山ロータリークラブをホストとして開催されました。  

 

◇出席率  100％ 

 

 

【合同例会】 

 開会点鐘／石川第一分区Ｂガバナー補佐  若松明夫  

 国歌「君が代」・ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱  

開会挨拶及び来賓紹介／白山ＲＣ会長  宮本哲一  

国際ロータリーコーディネーター補佐挨拶／国際ロータリーコーディネーター

補佐  中川可能作  

ガバナー補佐挨拶／石川第一分区Ｂガバナー補佐  若松明夫  

幹事報告／白山ＲＣ幹事  太田喜代司  

 ニコニコボックス紹介／白山ＲＣ ニコボックス担当  雄谷良成  

 閉会点鐘／石川第一分区Ａガバナー補佐  佐藤満雄  

 

【本会議】 

 基調講演 (1)「国際調査から見る我が国の高校生の実態」  

 「高校生の社会性と社会的自立への課題」 

  放送大学教授  岩永  雅也  氏  

 

 

 基調講演 (2)「社会形成の危機  未来への展望」 

 「若年層就労問題と社会的、職業的自立に求められる能力」  

  上越教育大学大学院准教授  白木  みどり 氏  

 

 



パネルディスカッション「地域連携に求められる教育力とその有効性」  

  コーディネーター  上越教育大学大学院准教授   白木みどり 氏  

  パネリスト     福島県教育庁指導主事     渡邊  真魚  氏  

   〃        高知県児童自立支援施設内分校教頭  天野  順造  氏  

   〃        放送大学教授         岩永  雅也  氏  

   〃        第 2610 地区職業奉仕委員会   若松  明夫  

 

  講評         国際ロータリー第 2610 地区ガバナー  崎山  武夫  

 閉会挨拶        石川第一分区Ａガバナー補佐    佐藤満雄  

 

 

 

 

 

 

第 1838 回例会（2011.02.16）－河北ＲＣ・河北ＲＡＣ合同夜間例会－  

◇ソング 「それでこそロータリー」 

◇出席率  70.6％（出席 12 名・欠席 6 名） 

◇本日のお客様  

坂本  純平  君（河北 RAC OB） 

北村  拓也  君（河北 RAC 会長） 

中村  昌史  君（ 〃   幹事） 
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◇会長挨拶  

 皆さん、こんばんは。本日はアクトとの合同例会であります。北村会長を始

め、中村君、坂本パスト会長が出席されております。今日の合同例会は後ほ

ど北村会長から発表があるかと思いますが、来年の 2011 年度から休会にな

るようです。残念な結果ですが北村会長と中村君の 2 名でこれまで頑張って

きた事はほめてあげたいと思います。会員の減少の悩みは我々も同じであり、

彼ら自身が出来る事を精いっぱいやってきた事でもあります。今後について

は彼らには他のアクトに所属して頂いて再開に向けての種を残すようにお願

いしたいと思っています。 

 

 さて、最近の人と人のつながりが希薄になってしまっている、いわゆる「無縁

社会」が問題になっています。人との関わりを持たない、或いは持ちたがらな

いという社会の事のようです。さて、日本の自殺率がここ十年来３万人を超え

ている事実は皆さんご存じの通りです。様々な要因が考えられますが、無縁

という事もかなりなウエイトを占めていると先般某国営放送の番組で特集して

いました。ちなみにアフガニスタンでアメリカ軍が累積四千人以上の戦死者を

出しています。また 2008 年ですが日本の交通事故死亡者数は 5155 人でし

た。ちなみに最悪の交通事故による死亡者数は 1970 年の 16.755 人でした

から、それ以来、三分の一になっています。逆に 1970 年の日本の自殺者数

は推計ですが約 18.000 人。2008 年で二倍弱になっているんですね。ちなみ

に 1957 年前後の日本の自殺者数の水準は 2008 年と同じでした。つまり、こ

のような戦争による現在の死者の数、或いは交通事故による死者の数よりも、

我国の自殺者数の方が実際多いのです。  

 

 

 さて、このような「無縁社会」という事態がいろんなところのコミュニテイ、例え

ば我々ロータリーや今のアクトなどに人が集わない現象も含まれると考えれ

ば大変なことです。どうすればいいでしょうか？自身を振り返ってみて、他人と

関わりを持つ事に面倒だとか、例えば目の前で人が困っているのを面倒だと

考えてその場でやり過ごしてしまう、自身の弱さがあるとすれば、あと少しの



勇気を持つ事が必要かと私自身考えてしまう今日この頃です。大変に話が

飛躍してしまいましたが、お許しください。 

「ひとごと…」これが我々自身の会話に、つい出てきてしまうたびに、私自身の

心の痛みが出てくるようになってきています。当然、人に目立つ事をすること

はもちろん無くて、自身の気持ちというか、心に向き合う機会を自身でこれか

らどれぐらい作れるかを考えていければと思います。最近、西田幾多郎や鈴

木大拙に関する中学生向けの本を少しづつ拾い読みをするようになって、こ

んな事を考えてしまうようになりました。ちょっと恥ずかしいですが…しかし、そ

んな私はどうだろうかと…少しは人間変わってきたのだろうかと…これを大熊

君に言ったらどう反応するだろうかと…自分自身いろいろ想像逞しくしながら

くだらない事を考えて過ごしている今日この頃です。長くなりましたが、取り留

めもない私の挨拶にかえたいと思います。  

 

 －追伸― 

 気付かれた方もいると思いますが、この会報に載せている私の挨拶文は私

が書いています。従って、実際に例会で話した内容とは実際異なっている場

合が多々あります。当然書いていて、口じゃなくて手が滑るという事もあります

が、御容赦のほどを宜しくお願い致します。 

 

 

◇幹事報告  

・2/20(日）ＩＭ(都市連合会 )のバス出発時間案内。 

・第 2610 地区ロータリー・キャリア教育支援事業「職業体験支援プログラム」

データベース作成協力依頼。 

・2011-2012 年度版ロータリー手帳予約希望の方は申込書に記入願います。  

 

 

◇河北ローターアクトクラブの現状と今後について  

北村  拓也  君（河北 RAC 会長） 

 



◇ニコニコボックス 

・北村君、中村君頑張って下さい。（表、桶谷、高橋、山本、麝香、杉本、星

名、金津） 

・約 1 ヶ月休会しておりました。本日より復帰しましたので、よろしくお願いしま

す。（今城） 

 

 

 

第 1837 回例会（2011.02.09） 

◇ソング 「我等の生業」 

◇出席率  88.2％（出席 15 名・欠席 3 名） 

◇本日のお客様  

中﨑 衣美  様（財団法人北陸体力科学研究所  管理栄養士） 

酒井  博  様  （河北南 RC 会長エレクト） 

村中高次郎  様（ 〃   副会長） 

 

 

◇会長挨拶  

皆さんこんにちは、今日は河北南ロータリークラブから酒井会長エレクトと村

中パスト会長さんがお見えです。また、中崎さんにはスポーツ栄養士というな

かなか普段聞きなれない職業と言いますか、お仕事についての卓話がありま

す。宜しくお願い致します。さて、最近と言いますか、これからと言いましょうか、

年金医療が加速度的に伸びてきているようで、医療に関する予防という領域

が国を挙げての事業になりつつあります。中崎さんも石川総合スポーツセンタ

ーという県の施設に関わっておられるようです。実際、僕らの年代を中心に実

際にメタボリック症候群を一つの症例として扱っている中の一環として、様々

な我々の体の健康状態に関するニーズは医療保険から始まって、衣食住に

まで及んでいます。その一つ一つに極めの細かい法律も整備されつつあり、



しかし残念ながら、それは各官庁でまだまだ整合されていない感があります。

そういった中で中崎さんのお仕事はその調整役といった役割も期待されてい

るのではないでしょうか。そういった意味で今日の卓話は大変楽しみにしてお

ります。では中崎さん宜しくお願い致します。 

 

 

◇幹事報告  

・来週は『RAC 合同夜間例会』です。例会場にて 19 時 00 分点鐘です。 

・金沢百万石ＲＣより『ポリオ撲滅イルミネーション in 金沢城』の案内です。 

・第 2730 地区伊藤ガバナーより奄美豪雨災害義援金の礼状が届いていま

す。 

 

 

◇卓話「スポーツ栄養の取り組みとスポーツ栄養士について」  

中﨑 衣美  様（財団法人北陸体力科学研究所  管理栄養士） 

 

 

 

◇ニコニコボックス 

・久しぶりにメーキャップさせて頂きました。中﨑先生の卓話大変参考になる

内容でした。様々な分野の方々に伝えられたらいいなと思います。（酒井博様）  

・皆さんの元気な顔を見て楽しくなりました。今日はありがとうございました。

（村中高次郎様） 
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・中﨑様、卓話ありがとうございました。酒井さん、村中さん、ようこそ。（表、

高井、桶谷、西、森、山本、高橋、吉田、杉本、麝香、室谷、星名、新江、金

津） 

 

 

 

第 1836 回例会（2011.02.02） 

◇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 5 名） 

◇会長挨拶  

 皆さん、こんにちは。先日からの大雪騒動については会員の皆さんも大変

だったと思います。実際、当方も建設業として除雪で数日徹夜での作業であ

りました。さて、先ほどの役員理事会では、河北南ロータリークラブとの共催

の 3 月 14 日開催の異業種交流会について、どのような進め方をするかで、

いろんな意見が出されました。会員の増強について河北南ロータリークラブと

同様の悩みを抱えている中で、これからは、お互いの地域性と利便性を活か

しながらそれぞれの事業を進めていって、文字通り会員相互の友愛を図って

いくことが、むしろ会員増強以前に必要な事かと思っています。これまでの

我々の先輩方が行ってこられた、お互いの事業は少なくとも地区や地域に対

してそれなりの貢献をしてきていると言う自覚のもと、それに誇りを持って進め

ていくようにしたいと切に思っています。まだまだ季節の雪解けには遠いよう

に思われますが、時期に来月に向けて、確実に春が近づいています。それぞ

れの皆さんの前向きなご意見が出されるようになってきていて、何となく私自

身の気持ちも春めいてきている、そんな気持ちです。これからも皆さんと頑張

っていきましょう。 

 

 



◇お祝い 

（誕生祝）  星名紀之会員、金津泰康会員、新江克之会員          

（結婚祝贈呈）室谷騰会員  

 

 

 

◇幹事報告  

［2 月度理事会報告］ 

・チャリティー茶会の件  

・河北郡市少年剣道大会優勝旗補修の件  

・書き損じはがきの件  

・3 月のプログラム 

3／ 2 クラブフォーラム 担当 :ロータリー財団  

3／ 9 卓話「30分でわかる幾多郎講座 (第 4回 )」（場師 :西田幾多郎記念哲

学館） 

3／14 異業種交流会  午後 7 時～、場所 :アマンダンヴィラ  

3／16 休会（14 日に例会変更） 

3／23 休会  

3／30 卓話  陶芸家  四代  徳田八十吉氏  

［その他］ 

・第 12 回ベルギー短期交換学生募集案内  

・2012-13 年度ロータリー財団国際親善奨学生募集案内  

・1996-97 年度ロータリー財団国際親善奨学生宇野彩果さん近況報告  

・㈱クマヒラより『抜粋のつづり』が届いています。  
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◇委員会報告  

［茶道同好会］4 月 17 日 (日 )にチャリティー茶会を開催しますので、ご協力お

願いいたします。 

 

 

◇クラブフォーラム「異業種交流会について」 

新江克之会員  

 

 

◇ニコニコボックス 

・新江会員クラブフォーラムありがとうございます。 (表、高井、山本、杉本 ) 

・誕生祝ありがとうございます。（金津、新江）  

・結婚祝ありがとうございます。（室谷）  

 


