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2008.4.19（土）18:00 はクラブ創立１０周年例会
韓国訪問について、
当初の１月募集予定では、４月初旬出発予定で案内をさせていただきましたが、韓国 地区の地区大会が５月3710
２３（金 、２４（土）に開催されますので、この日程と合わせて訪問の予定です。予定では、小松空港、）

、 、 。 。２３日金曜日の昼出発で 夜のＲＩの晩餐会のみ参加し 後は観光の予定です ２６日の月曜日の昼帰国予定です

市内クラブ例会 変更
（水）ＩＭに振替のため休会 （月）ＩＭに振替のため休会金 沢 金沢東RC RC3/5 3/10

3/17 3/7 3/21 3/11（ ） （ ）月 クラブ定款第５条第１節による休会 金 ＩＭに振替のため休会 休会金沢西 金沢南RC RC
（火）ＩＭに振替のため休会 休会 （木）夜間例会 ～ 松魚亭 （木）ＩＭに3/18 2/28 18:30 3/6金沢北 RC

香林坊 み振替のため休会 （月）ＩＭに振替のため休会 (月)クラブ定款第５条第１節による休会RC 3/10 3/31
（火）ＩＭに振替のため休会 （火）クラブ定款第５条第１節による休会なと RC3/4 3/25

二次会 片町 インドネシア料理「レギャン」 （木）2/28
出席者： 石丸、井口、岩倉、上杉、江守巧、道子、北山、木場、

魏（比良 、申、谷、多田、西村、水野／１５名）
（木）例会後香林坊 の小幡さんが経営する犀川べりの2/28 RC

お店を訪問しました。インドネシアのビールで先ず乾杯！
インドネシア バリ島料理 レギャンは、１９９１年に、ここ
片町ソシアルレジャックビル１ 犀川沿いにオープンしまF
した。北陸初のバリ島屋台料理専門店。調味料はすべてイン
ド ネ シ

、アから
ご 飯 も
イ ン デ

ィカ米を使
用、現地を
徹底して食
べ歩いた、
本物のバリ
料理をお試
し下さい。

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku
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年度例会 予定 2007-2008
上杉輝子会員（㈱コスモテックス 専務 『ビル2/28 ）
清掃による感染対策の重要性』

3/6
（ ）3/13 永原源八郎会員 飛鳥住宅㈱ 代表取締役会長

休 会（法定休日）3/20
日高 明広 様 （日高グループ 専務取締役営3/27
業本部長 『能登半島沖地震について』）

その他予定
★ （土） ～ 白山市松任3/8 13:30 18:00IM 都市連合会
文化会館

2008.4.19（土）18:00 はクラブ創立１０周年例会★
★ ～ （韓国光州市)5/24 25 3710 地区地区大会

京都北東ＲＣ 周年例会★ （祝）7/21 20
お店を紹介する小幡謙二様
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点鐘
『 』SONG それでこそロータリー

四つのテスト
会長は韓国李西村邦雄副会長挨拶

明博大統領の就任式へ出席のためこ
第 地区ソウルこは欠席です （。 3640

（ ）サムチョンロータリークラブ ＲＣ
の李明博（イ・ミョンバク）氏）

北山会員紹介のスロベニアワインは大変よかったです。 比良直寛様挨拶特別ゲストの紹介
（魏 会員御同伴のオブザーバー）ようこそ、どうぞ入会お願いします。

金沢ＲＣ 駒谷康文様 金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二様ビジターの紹介
父の葬儀には有難うございました。岩倉舟伊智エレクト：

《 食 事 》
幹事報告・委員会報告他

クラブ十周年の挨拶とラオスへの奉仕の件で世野城勲幹事：
田谷中央 へ行ってきました。向こうからかなりの数の会員RC
が来てくださると思います。

百万石 はアットホームで飾金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二様： RC
らないクラブですね、今年はインドネシア国交 年ということで私も店の宣伝をかねてお迎え100
いたしますので、この例会後是非来てみてください。

¥37,000- ¥497,963 ¥5,740,748-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
特に下村名誉会員・岩倉会員から多額をいただきました。有難うございます。

叙勲の食事会に感謝してニコニコボックスします （２万円）下村名誉会員 。
昨日インドネシアから帰ってきました。今年は、日・インドネシア国交回復５０周年、是香林坊ＲＣ小幡様

非ご旅行下さい。 先日は父の葬儀に際し、多数の方のご会葬を頂き、有難うございました。上杉さ岩倉会員

。 、 。んの卓話楽しみにしています 員 下村名誉会員の瑞宝単光章の食事会 皆様の協力に感謝します二木会

皆さん、こんばんは。上杉会員のお話を楽しみにしております。友人の比良さんを是非、みん魏 会員

なで温かく迎え入れたいと思いますのでどうぞ、宜しくお願いします。

ラオスプロジェクトの寄附金の為のクラブ訪問すべて終了しました。上杉さん、卓話楽しみにして炭谷会員

います。 上杉さんの卓話楽しみです。よろしくお願い致します。 上杉さん、今日の卓話楽しみに石丸会員 井口会員

西村会員 水野会員 江守巧・道子しています。 上杉様、卓話楽しみにしています。 上杉さんのお話を楽しみにしています

上杉さん、本日は楽しみにして来ました。会員

『ビル清掃による感染対策の重要性』講話の時間
上杉 輝子 会員 （㈱コスモテックス専務取締役 職業分類：ビルメンテナンス）
沢山のニコニコボックスを有難うございました。会社をたちあげて 年、 人の従16 335

業員ですが、パートを入れると 人になります。皆本当によく頑張って下さいます。会450
80 500社のお客様はパチンコ屋さんが ％です 仕事が済んでからそこでパチンコもします。 。

円が 万円になった事もあったり、大損の事もあります。ビルの清掃と言いましてもただ11
みがいて、お金儲けをする時代は済んで、ダクト、エヤコンの配管の清掃もあり、医療機
関の感染対応もやっています。日本の掃除業のレベルはを雑誌などで見るにつけても、自
社の自身がついてきました。世界のトップといわれるデンマークのＳＬＭ社は年商 億300
もあります。しかし掃除の研究のトップは米国です。室内環境の悪化はどれほど損失が大
きいかを多くに意識されており、特に病院、ホテル、サウナ、オフィス、トイレ、厨房な

のエアコンはしっかり対策をたてねばなりません。金沢市西泉のタバコ産業のタバコはその質については優秀で折
り紙付きですが、葉っぱの粉塵が多く、エアコンも湿気で詰まりやすく、清掃いたしました。健康にも大切なダク
ト清掃の法制化もみこして、ダクトの特許にも大金をかけましたが、法制は現在途中でほったらかしです。われわ
れの生き残りには工場と、営業の二つが必要で、深夜の仕事もあり、若い力が必要です。漠然とした不安もありま
すが、まだ頑張れるでしょう。なんと言ってもお客さんが「きれいになったね！」と言葉をかけて下さるのが一番

点鐘うれしいです。

RI第 地区ガバナー久保 順一 地区幹事 林 一夫2007-08年度 ＲＩの賞・表彰について 2610
下記の条件を満たす事。優れたクラブ奉仕活動プロジェクトを称えるための賞（地区締切日：2008年3月10日）

１．地元地域社会の顕著な問題やニーズに取り組むもの
２．金銭的奉仕ではなく、クラブ会員の大半または全員が、直接参加しているもの
３．クラブの大きさと財源に見合ったもの
４．他のロータリー・クラブが見習えるもの
５．現在実施されているもの、あるいは授賞ロータリー年度において完結されることになっているもの
６．単一ロータリー・クラブによって実施されたもの

回459
4F 2008 2.28ホテル日航

20/39 51.28%出席率
1 76.88%月修正出席率

比良直寛 様小幡謙二様


