第 1455 回例会 2017 年 3 月 7 日(火) 12：30 開会点鐘 番伊にて
国歌｢君が代｣斉唱 ロータリーソング｢奉仕の理想｣ ｢四つのテスト｣の唱和

会員卓話

多 田 計 介
」

◎３月度のお祝い発表
〈会員誕生日〉
〈ご夫人誕生日〉
17 日 浅野 茂 さん
23 日 勝木攝子 さん
17 日 長坂和人 さん
19 日 杉藤隆志 さん
4日
12 日
12 日
14 日
21 日
29 日
30 日

〈結婚記念日〉
田中 哲・美加 ご夫妻
魚岸 誠・志乃富 ご夫妻
浜田雅文・未来 ご夫妻
三井清壮・優美子 ご夫妻
中出信行・裕美子 ご夫妻
戸田一明・広美 ご夫妻
木下敬夫・恵子 ご夫妻
おめでとうございます!!

第 1454 回例会(2/28)報告
進行：中越政秀 SAA
◎会長挨拶 戸田 会長
本日のゲストは七尾商工会議所青年部会長 小山百
代様です。よろしくお願いします。
今、受験シーズン真っ只中ですが、みなさんは「ガ
オカオ」という言葉をご存じでしょうか？漢字で書き
ますと「高考」で、中国の読み方です。日本の大学セ
ンター試験の中国版です。日本では、毎年 50～60 万
人が受験し、其の後、各大学で 2 次試験を受けて合格
者がきまりますが、中国の場合は、およそ 940 万人が
受験し、一発勝負で各大学の合格がきまります。その
過酷さは日本の比ではなく、あの韓国をも凌ぐほどの
受験戦争になっているそうです。
月

日

曜

プログラム

会員

かつてのエリート官僚の登用試験「科挙」の現代版と
も言われております。
そのような国内事情から、最近「爆買い」ならぬ、
「爆留学」という言葉を聞くようになってきています。
現在、日本にいる留学生は、およそ 20 万人ですが、
その半分の 10 万人弱が中国人留学生です。
今後も益々
増えることが予想されますが、日本政府は近いうちに
留学生を 30 万人にする計画と聞いておりますので、
そのスピードも速まることでしょう。それに伴い日本
の企業で就職する学生も増えることが予想されてい
ます。いま、人口が減りつつある我が国ではいい面も
あるでしょうが、しっかり注視していくことが必要か
なと思います。
今日も、たくさんの出席ありがとうございます。
◎幹事報告 寺田 幹事
・あづみ野 RC 会報・月信 → 回覧
・ロータリー手帳購入希望
◎出席報告 浜田 出席小委員長
会員総数 46 名(内、出席規定適用の免除者 4 名)出席者 37 名
◎ニコニコ箱紹介 木村 ニコニコ箱管理小委員長
戸田 小山さん卓話よろしくお願いします。今日で２
月も終り、春が待ち遠しいです。
中越 小山さんステキな笑顔ありがとう。会場に春が
きました。
木下敬夫 小山さんようこそみなと RC へ。本日卓話
よろしくお願いします。
山田 七尾商工会議所青年部会長小山さん。ようこそ
七尾みなとＲＣへ、卓話ありがとうございます!!
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戸田 一明
森 仁志
鳥畑 弘
寺田 彰
今井 富夫

姥浦昭二 七尾商工会議所青年部会長小山様。本日は
卓話有り難う御座います。
木下徳泰 ももちゃん、今日は楽しみにしてました。
よろしくお願いします。❤
川島 小山会長さん卓話楽しみにしています。ご苦労
様です。
多田 山形から戻りました。白銀の世界でした。石川
は雪も無く楽ですね！YEG 小山様卓話楽しみです。
徳永 先週、遠藤関激励会に穴水へ行ってきました。
小山百代様、本日ごくろう様です。
吉井 昨日は北陸銀行北親会総会をやらせていただ
きました。ご参加頂いた方ありがとうございました。
間蔵・森・寺田・伊藤・井田・勝木・久保・所司・
姥浦敏明・山本・西野・岡崎・長
小山青年部会長、本日の卓話ありがとうございます。
2/28 日計

25,000 円

累計 861,700 円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ふるさと七尾の歴史文化伝承プロジェクトの
学校への図書贈呈式 (3/1 小丸山小学校にて)

◎ゲスト卓話
｢舞台は地域 七尾で活躍する女性たち｣
七尾商工会議所青年部 H28 年度会長 小山百代 氏
今年度七尾商工会議所青年
部(YEG)は 30 周年を迎えま
した。七尾みなと RC にも七
尾 YEG 先輩方が沢山おり、日
頃からご支援ご協力をいただ
き心より感謝申し上げます。
政府の成長戦略の重要政策
キーワード「一億総活躍社会」
「地方創生」
「女性活躍」を通
して、今後は女性たちとどう付き合って行くかが地
域活性には大切だと考えます。その中で今、七尾で
活躍している、
・能登島でブランド農家を営んでいる高農園の
高博子さん
・Dining&Garelly ICOU オーナー 白藤菜都未さん
・株式会社御祓川 代表取締役 森山奈美 さん
の 3 人の女性たちを紹介。
会長職を通して、横のつながりがとても大切だと
思った。男社会の組織という中で女性が会長を務め
る問題点心配事なども沢山あったが、周りの人に助
けられながらもやらせて頂いてとても良かった。

クラブより、戸田会長、松井地域社会奉仕委員長、
桑原社会奉仕小委員長、浅野ﾆｭｰﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ小委員長が
全校集会に出席しました。

杉野副会頭から「百代は今年とても周りに気を使
っていた、けれども気を使っているというは単なる
自己満足、気を使ったからといってうまく行くわけ
でもない。けれども気を使ったという事はお前にと
って素晴らしい経験になる。使わせて貰えた事に感
謝して、そんな経験が出来た自分を褒めなさい。」
「会長を務めた後でどう想い動いて行くかでその
人の価値が分かる。自分を高めて行きなさい。
」と
頂いた言葉にたくさんの事に気づかされた。
今後の七尾 YEG の紹介、次年度会長は前山英規。
今年９月に YEG 全国サッカー大会があります。七
尾へ 1,000 人を超える仲間が集います。私たち七尾
YEG だけでは成し得ない大きな大会となりますの
で、皆様の大きなご支援をお願いいたします。
◎閉会点鐘

〔担当：浅野〕

↑北國新聞朝刊(2017/3/2)

次週予告
３月 １４日（火）１８:３０開会点鐘 番伊
七尾 RC 七尾みなと RC 合同夜間例会 (ﾎｽﾄ:七尾みなと RC)
ゲスト卓話 ㈱山成商事 代表取締役社長 山口宗大 氏

今週の例会担当者： 田中、佐味、長田、
木下徳泰
(3/7)
次週の例会担当者： クラブ奉仕委員全員
(3/14)

