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例会

◇点 鐘
◇国歌斉唱
◇ソング
“四つのテスト”
◇ゲスト並びにビジターの紹介
ゲスト：地区大会実行委員会
副実行委員長 東
直樹 様
事務局長
村本 暢之 様
ビジター：高岡 RC 1 名
◇会長挨拶並びに報告
皆さんこんにちは。
大変長いお盆休みでした。
今日は、
金沢香林坊ロータリークラブより、地区大会の PR との
ことで、お越しいただいています。また、高岡ロータリ
ークラブの岡本さま、久し振りにいらっしゃいました。
これからもメーキャップにいらしてください。
先ほども、
東さん、
村本さんとお話していたのですが、
ちょうど 10 年前、中川可能作パストガバナーがいらっ
しゃったとき、ちょうど和田さんの幹事をしており、今
でも思い出されますが、地区大会に行きますと、オープ
ニングに東茶屋の 50 人ぐらいの芸者衆の三味線の演奏
があり、その後、その芸者衆がお酒を注ぎに来られて、
写真も撮っていただきました。中には来た人全部と撮っ
ておられる方もいらっしゃいました。私が地区大会につ
いていろいろ話してしまいましたが、後ほどよろしくお
願いいたします。
そのほかに、お盆の間、お蔭様で我が母校高商野球部
が今年も 2 勝しまして、3 試合目は北信越、高商、星稜、
敦賀気比と出ていました。私は、こうなると思っていま
したが、
敦賀気比はもう少しだったと思います。
あとは、
星稜が明日、明々後日、決勝まで行くか、非常に楽しみ
です。実は、星稜の理事長さんが金沢香林坊ロータリー
に入っておられるそうです。
石川県には、ロータリーの野球クラブがなく、富山県
にはあり、富山第 4 分区では 5 チームあります。毎年大

8月

19 日（月）

会を開いています。ロータリーの全国大会にも出場して
います。昔は 2610 地区で代表を決めていましたが、富
山県だけでやっている次第です。高校野球は石川県がダ
ントツなのになあと思います。
星稜高校は私の 4 つぐらい上の山下監督時代に高岡商
業と毎年夏に対戦し、毎年負けて帰っておられました。
私がピッチャーをしているとき、練習試合で 5-3 で高商
が負けました。その時に高商に勝ったという勢いで、北
陸大会で勝利し、初出場しました。その後小松、松井な
どが入りました。小松は、高岡商業に練習試合に来ても
ブルペンで投げているだけで、
試合には出ませんでした。
いろいろなことがありますが、また明日石川県の方はテ
レビで応援してほしいです。奥川君は大変だと思います
が、一年生のときから U18 に入っていたぐらいの、とん
でもない逸材です。当然、プロに行っても大丈夫だと思
います。長々ありがとうございました。
◇地区大会 PR

↑東さま、村本さまありがとうございました
◇出席報告
出席者 25 名 メイクアップ済 0 名
名誉会員

会員数

本日の出席率

1名

40 名

78.13 ％

7/29 例会
修正出席率
89.66 ％

◇本日のプログラム（担当：プログラム）
会員卓話「私の 60 年感」
島 幸美 会員
60 年前の 5 月に誕生しました。少
女時代は、
バトミントン部に入部し、
北信越大会まで出場しました。
立山アルミに途中入社し、住宅の
営業部に配属されました。子供を産
むとき、高岡工場に移動になりました。そこは姥捨て山
といわれていました。しかし、3 ヵ月後に福岡工場の物
流部の課長に呼ばれ、鍛えられました。物流管理部に課
長に移動になったときにも一緒に移動になりましたが、
やはり営業の仕事がしたくて、新しく立ち上がったエク
ステリア事業部に行きました。その間課長に無視をされ
ていましたが、耐えながら頑張りました。
30 歳ぐらいのとき、男女雇用機会均等法により、事務
職だったのですが、総合職となり、登用試験で無事合格
し昇格しました。
会社としてそのような法律があるので、
女性を責任ある立場にしたいという思惑があり、管理課
の課長代理となりました。同時に物件管理システムを立
ち上げ、そのプロジェクトの準備をする事務局も兼務し
ておりました。2 年間の開発期間があり、運用会議など
するときには、ビル以外の方たちと行う必要があり、5
～6 人のプロジェクトだったのですが、そこで男性を使
うことが上手くなったのではないかと思います。
販売支援システム課の課長を経て、別会社であるリフ
ォーム会社に転職しました。いろいろな経験を経て、第
一線で活躍し、三協・立山が合併したとき、天下りが来
て何もしない日々に嫌気がさして退職しました。
その後、皆さんの勧めで、リフォーム会社を立ちあげ
たらどうかとの声がありましたが、全く違う業種である
眼鏡屋さんに転職しました。仕事を覚えてしまうと他の
ことをやりたくなり、ちょうど、出資する方が現れ、平
成 19 年 2 月に設立しました。会社の経営理念は、
「
「清
く・正しく・美しく」を追求し、次世代へこころをつな
ぐ社会貢献企業を目指します。
」
という理念を作りました。
◇8 月在籍表彰
藤川 正司君（１４年）
魚住 晃一君（ ８年）
◇8 月結婚記念日お祝い
海下
巧君（ ８日、２３年）
片岡 長司君（２４日、１０年）
◇8 月誕生日祝い
村牧 啓功君（１７日、６０才）
片岡 長司君（２４日、４７才）
斉藤 寿雄君（２６日、７２才）
早川
勇君（３１日、８０才）
◇委員会報告
長澤雑誌委員長より「ロータリーの友」8 月号の紹介

◇幹事報告
１） 本日例会終了後に理事会を開催いたします。ご確認
ください。
２） 回覧：①会報 NO.3・4・5
②11/2(土)～3(火)地区大会の出欠確認表
◇ニコニコ BOX 報告
地区大会実行委員会副実行委員長東様、事務局長村本様:
本日、地区大会の PR に参りました。是非皆様の
ご出席をお待ち申しております。
宮田会長：金沢香林坊 RC の東様、
村本様をお迎えして。
高商は残念でした。
宮崎外男君：上田さんのお母様の葬儀に参列しました。
神前の式で大変厳かなものでした。
村牧啓功君：誕生日祝いのお礼。60 歳になりました！！
藤川正司君：皆出席表彰をいただいて
島 幸美君：お盆はたくさん休みをとり、ゆっくり休め
ました、ゴルフもあついのに 3 回行きました。ス
コアも暑さに負けない程たたきました。
野尻信晴君：この暑さで犬も猫もカラスでさえも外で遊
んでないのに、甲子園の高商野球部は良くガンバ
ッタ！
【今年度ニコ BOX 累計額 237,000 円】
〓 ８月定例理事会の報告 〓
１．受入交換留学生の件・・・承認
Isaac Hillel Froelich（18 歳）
8 月 25 日（日）小松空港着 16：55 迎えは、会長、
幹事、カウンセラー、青少年交換副委員長
8 月 26 日（月）高岡向陵高等学校へ挨拶、その後例会出
席
＊ホストファミリーの件
第一ホストファミリー：吉谷奈艶子会員
その後は？→未定
２．派遣交換留学生の件・・・承認
吉谷梨紗子（よしたに りさこ）さん
8 月 24 日（土）出国予定
受入 RC：Baldwinsville RC（7150 地区ニューヨーク）
＊留学にあたり、名刺、土産バッジ、国旗、志（3 万円）を
お渡しする。
３．会計簡略化・特別納入金振り分けの件・・・承認
＊会計報告にあたり、これまでの報告書から別紙の通り簡
略化する予定。
＊アイザック君受入にあたり、留学生費用を振り分ける必
要がある。→概算で 100 万円ほどかかるがどうするか。
４．その他・・・承認
＊高岡商業高校への寄付金の件→10 万円を野球同好会より

