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第1747 回例会

先週（第1746回例会）の記録

点鐘  

会長会務
本日のビジターは鳥取ＲＣ谷口譲二さんです。
先週の新年例会では、親睦・出席委員会の皆様
にはお世話になりました。感謝申し上げます。
また、本日待ちに待っていた新しい会員５人の
方が入会されました。少しずつ慣れて頂き、ロー
タリーを楽しめるようになって頂きたいと思いま
す。今までの会員と顔なじみになり、本当の仲間
として集っていけるようにお願いします。
幹事報告
＊里親支援とっとりより講習会のご案内。受付に
置いてあります。
＊Ｒの友１月号、ガバナー月信Ｎｏ．７配布。
新入会員紹介・挨拶
新入会員紹介 米村年博会員
東邦モーターパーツ㈱の代表取締役社長で、自
動車の部品を作っておられます。また、鳥取西Ｒ
Ｃ３７年の歴史の中で、今日、初めて女性の会員
が誕生したということでございます。
新入会員挨拶 伊藤紀子会員
先輩方もたくさんいらっしゃる中に女性初とい
うことで入会をご承認頂き非常にありがとうご
ざいます。まだまだ社長業も未熟な中で先輩方に
色々教えて頂きたく入会させて頂きました。
新入会員紹介 森原義博会員
㈱ＭＯＲＩＺＯの代表取締役社長です。弥生町
にバーのＭＯＲＩＺＯ、洋風居酒屋ＭＯＲＩ、そ
の上の３階に１５０名が入るＭＵＧＥＮＤＡＩと
いう大きな会場があり、結婚式の２次会等々され
ています。
新入会員挨拶 森 雅道会員
何もかも分かりませんが、奉仕の心と皆様と手
に手をつないで頑張っていこうと思います。
新入会員紹介 金本勝彦会員
元鳥銀お勤めで、４４歳のときに今の㈱ＦＰブ
レーンを立ち上げられ、代表取締役をされておら
れます。ファイナンシャルプランナー、また保険
の販売等で活躍されています。
新入会員挨拶 伊木恭憲会員
私は身長が１８２㎝で、見た目だけは大型新人
のような感じに見えるかも知れませんが、とって
も小心者でして人見知りも激しいものですが、ど
うぞよろしくお願いします。
新入会員紹介 児島 良会員
松谷ポンプ㈱で消防・防災の設備設計、保守点

２０１６年１月２０日（金）12:30 ～ 13:30
    

ロータリーソング“それでこそロータリー”
会食（中華）
会長会務  
    
＊ビジター・ゲスト紹介。
＊大寒入りで一年で一番寒い時です。節分まで心
も身体も温かくして乗り切りましょう。
＊今日からトランプ大統領が正式に就任します。
地球規模で責任ある言葉と行動を世界人民に示
してほしいと思います。
＊先週から５名の新入会員を迎えましたが、西Ｒ
Ｃは一歩一歩前進しています。これからも新
しい仲間を増やしながら、新たな歴史を作りま
しょう。
＊米山記念奨学会より、米山功労クラブ（第１８
回）の感謝状をいただきました。
＊１月の創業祝いを差し上げます。
麻木宏栄会員 岡本安量会員
幹事報告  
    
＊会長エレクト研修セミナーのご案内。
３月４日・５日 倉敷アイビースクエアにて
それに関連してアンケートも来ています。
＊理事会報告。
＊例会終了後、クラブ奉仕委員長会議を開催しま
す。
委員会報告  
    
＊親睦・出席委員会
出席率・スマイル報告
＊雑誌委員会
＊会計より
卓話「地域防災について」   
鳥取市危機管理課


    

防災コーディネーター
前田雅之氏

２０１７年１月１３日（金）12:30～13:30

検等をされておられます。山下さんとはご近所で
す。山下さんはひたすら当クラブからのお誘いを
待っていたという方であります。
新入会員挨拶 山下竜一会員
昭和４７年に株式会社になって以降、今の９号
バイパス沿いに建っています。私が４代目で、消
防・防災設備の設計・施工・管理、消防・防災物
品の販売です。鳥取県消防設備協会の会長職も兼
任させて頂いています。
新入会員紹介 岩崎陽一会員
昭和３０年生まれの６１歳、鳥取ビルコン㈱の
２代目の社長です。仕事内容は冷凍設備及び空調
ですが、鳥取最初の冷凍機器の会社です。いつも
フォローして頂いています。
新入会員挨拶 山下朋宏会員
社名変更して 5 年、代表者になり４年目です。
ビルはビルディング、コンはコントロールで、建
物全体、空調だけではなくて空調換気衛生システ
ム、住環境の快適さを皆様に提供しようと考え、
ビルコンという名前になっています。
出席率
１ 月１３日 会員 55 名 欠席 5 名 89.36%
１２月３０日 休会のため補正はなし
ビジター
鳥取ＲＣ １名
メーキャップ会員
1 月 10 日 加藤一吉 森原義博 瀧田賀久也の
各会員 鳥取北ＲＣへ
スマイル
＊鳥取ＲＣ谷口譲二様 / 本年もお世話になります。
＊森下哲也会員 / ①新入会員５名の皆様のご入会
を祝して。②誕生日。高齢者の仲間入りです。
＊倭島昭博会員 / ①５名の新入会員の方々へ。
ロータリー活動を１日でも早く楽しめるように
一緒に頑張りましょう。②新年会では、ＳＡＡ、
親睦委員会の皆様に大変お世話になりました。
楽しく２次会に参加させて頂きました。
＊平野敏和会員 / ５名の新入会員の皆様、入会、
おめでとうございます。
＊小林 一会員 / 本日の卓話、宜しくお願いします。
＊伊藤紀子会員 / ①ご承認いただきありがとうご
ざいます。②２０歳以上になりました。
＊森 雅道会員 / ①本日より入会させていただき
ます森です。どうぞよろしくお願いします。②
四十五になります。ありがとうございます。
＊伊木恭憲会員 / 本日よりよろしくお願いいたし
ます。
＊山下竜一会員 / 本日入会しました山下竜一で
す。何卒宜しくお願い申し上げます。
＊山下朋宏会員 / 新入会員です。よろしくお願い
致します。
＊瀧田賀久也会員 / 今年もよろしく。
＊幡 碩之会員 / 平野さんお世話になりました。
＊加藤一吉会員 / ①本年もよろしくお願いしま
す。②皆勤表彰。ありがとうございました。
＊生馬美津雄会員 / ①多数の新入会員の方の入会
を祝します。②小林先生の卓話楽しみです。
＊麻木宏栄会員 / 幡先生、平野幹事、お世話にな
りました。
＊岡本安量会員 / 新年例会皆様協力ありがとうご
ざいました。新入会員５名の皆様、入会を歓迎
いたします。
＊森原義博会員 / 新年会を欠席してすいませんで
した。本年もよろしくお願い致します。金田さ
ん写真をありがとうございます。また、本日は
５名の新入会員で、会員増強委員長として本当
に嬉しいです。もっともっと西ロータリーの輪
を広げましょう。
＊吉田 博・金田卓也・山下卓治・油谷博文・
米村年博・岡田信俊・松島 勇・山下聖児・

大田原俊輔・岩崎陽一・金本勝彦・牧浦康寛・
狩野義仁・山根宗信の各会員 / ５名の新入会員
の皆様のご入会を歓迎します。末永くよろしく
お願いします。
＊平井義一会員 / 伊藤さん、森さん、ようこそ！
宜しくお願いします。
＊牧浦康寛会員 / ①岩崎さん、先日はありがとう
ございました。②年男の御祝ありがとうござい
ました。小林さん、卓話楽しみです。
＊狩野義仁会員 / 平野さん、幡先生、ありがとう
ございました。
＊吉 田博・油谷博文・岡田信俊・多田一昭・
大田原俊輔の各会員 / 誕生日。ありがとうござ
います。
＊早退１件。
合計 90，000 円
＊米山特別寄付：１件
＊ロータリー財団特別寄付：２件
卓話「メキシコにおける乾燥地の農業政策支援」

会員 小林 一さん
＊去年の 3 月まで鳥取大学の農学部に勤めてお
り、農学徒として技術開発等々に関わる仕事を
していました。退職後も鳥取大学農学部が行っ
ている国際プロジェクトなどにメンバーとして
協力し、年に３回ほどメキシコに出かけ乾燥地
農業の開発支援の仕事にあたっていますので、
その事柄をご紹介します。
＊「持続的食料生産のための乾燥地に適応した路
地栽培結合型アクアポニックスの開発」という
事業を２年前から行っています。今回は４年間
のプロジェクトで、私は去年から通っています。
＊アクアポニックスというのは、魚を養殖する仕
事とその水を使って農産物を生産することの
連携をシステムとして技術開発しているもので
す。今は、魚の養殖だけをしていますが、これ
を水耕栽培に結びつける、私たちのプロジェク
トではこれにさらに露地栽培へと新しい道筋を
付けていこうというものです。事業実施地域の
バハカリフォルニア半島は非常に乾燥の強い地
域で、地下水を汲み上げて利用していますが、
これに塩分が混じってきています。この塩分濃
度の濃い水を使いながら魚を養殖し、これに利
用した水を水耕栽培に送って好塩性作物を育て
て塩分濃度を下げ、その水を露地栽培でトマト
や唐辛子などを育てるのに使います。余ったき
れいな水は地下に戻して環境保全を図っていこ
うというものです。太陽光発電も利用していま
す。
＊問題は、露地栽培まで水を送っていく中で水が
蒸発散して消えてしまう点で、水収支の改善を
考えています。また、魚の養殖ではテラピアを
育てていますが、２、３ヶ月同じ水槽で飼うの
で水が物凄く汚れます。食べても大丈夫なよう
に保健安全な手立てを講じる必要があります。
さらに生産する魚や野菜が市場で売れないと経
営として成り立ちませんので，市場調査も行っ
ています。
＊メキシコ料理は、最近、ユネスコ文化遺産とし
て指定されており、大変美味しいです。テキー
ラをカクテルにして作ったマルガリータを現地
の暑い中で飲むと最高です。２０１９年まで仕
事を続けますが、このような形で国際貢献の一
翼を担っていきたいと思います。
次週例会予定
２０１６年１月 27 日（金）第 1748 回例会
職業奉仕賞表彰

（文責 大田原俊輔）

