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謹 賀 新 年
炭谷亮一会員がガバナーノミニー ～ に選出されました。09 10

12 18 RI2610炭谷亮一会員は以前から立候補の意志で行動し、勉強されていましたが、 月 日の
地区ガバナーノミニー指名委員会（パストガバナー５名）により選出されました。これからはガ
バナーを出すクラブとして金沢百万石クラブ会員一同、引き締まる思いです。地区の模範となる
ような素晴らしいクラブとして、行動したいと思います。炭谷亮一会員はアイデアと行動力で、

のことです。しかも謙虚、寛容、尊敬の精神で進みたいと

と生徒二人を夏休みに日本と韓国に招待するための面接を年末の 月 日にラオスの センターの視察12 30 IT
教育省のウンペン副局長とともにおこないました。全部で 人の生徒を面接しましたが、多少とも英語が話せる12
せいとが、男女それぞれ二人しかいなく、選考は容易でした。中には好きな食べ物はなんですかとの問いに全く理
解できない生徒もいました。生徒たちの外国への興味は、大変なもので真剣な面接態度に圧倒されました。今回選
考にもれても、しっかり勉強して成果をあげれば、外国留学も夢ではないと元気づけてきました。 才の女生徒二14
人を教育省の交換学生として決定しました。 ． 炭谷亮一2010 1.5

才 才生徒名 決定 Miss Soutthida Aliyavongsa 14 Miss Khamsananh Onsy 14
才 才補欠 Mr. Visanou Sisombounh 16 Mr. Kahmla Khammanyxay 16

世界のロータリーニュース
「 」 、●フランス各地の の映画館で 月 日に封切られるディズニー映画 クリスマス・キャロル のプレミアで350 11 17

フランスのロータリアンが脳疾患の研究のために百万ドル以上を集めようと意気込んでいます。
「第 ゾーンでは、 万人以上の人々がアルツハイマー病、 多発性硬化症、パーキンソン病、脳卒中といっ11 300

た脳疾患を患っています」と、カトリーヌ・ノワイエ・リボー 理事は、第 ゾーンの 年度地区ガバナRI 11 2004-05
ーが脳疾患研究の支援プロジェクトを選んだ経緯を説明します 「脳疾患は、年齢、住む場所、社会的・文化的な。
背景を問わず、誰もがかかる疾患であり、多くの人々の日常に影響を及ぼしています」

金沢 RC新年合同例会1/12（火）18:00ホテル日航金沢金沢８ＲＣ例会変更 8
金 沢 1/6（水）休会1/13（水） （火）金沢 新年合同※RC ? 1/12 8RC
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点鐘
今年最後の村田祐一会長 挨拶

年忘れ例会です。思い出すままに
今年の出来事を挙げていきます。
当クラブがとても活躍しているか
らと 「ロータリーの友」の取材、
があり５月号に掲載されました。
「友」には何人かの方々が活発に
投稿されています。５月の地区協

RC議会では 以前からの タバコ問題 にたいする働きかけに中川現ガバナーが壇上から、 「 」 「
の会合、懇親会では分煙を！」と呼びかけていただきました。受け身でいるよりも働きか
けて結果が返ってくると楽しいものです。８月のラオス センター視察では真剣な眼をして と取り組んでいるIT PC
姿に感銘を受けて帰ってきました。もっと支援を続けるには？と考え、では「ラオスの産物を販売し利益を還元し
たらどうだろう」との金さんの奥様のアイデアを採用させていただきま
した。本日の年忘れ例会、８ 新年会で試験販売を行うことになりまRC
した。この試験販売の件では中川 のご助力を仰ぎました。皆さん、G
無理をなさらず好きなデザインがあれば納得して買ってください。私は

。 「 」良い品物で割安なお買い物だと思います １０月には あらばしりの会
を水野会員のお世話で久しぶりに開きました。楽しく過ごさせていただ
きました。
１１月には何年かぶりに東京世田谷中央 との合同例会を開き、翌日RC
はなかなか平時では入れない寛叡寺の慶喜謹慎部屋や徳川家歴代や篤姫
の墓地などを案内して頂きました 「 に入っていて良かった」との。 RC
感想も頂きました。高崎 との姉妹クラブ提携の話が進んでいます。RC

2 RC来年 月２０日 土 に調印式の予定です 来年６月ごろには南光州（ ） 。
の４０周年記念があります。皆でお祝いに行きたいものです。記念事業協賛としてラオスの センターの生徒招IT
待の件もあります。

そして炭谷会員のガバナー就任が待ち受けています 個人的には タ。 「
バコ問題」の進展 「禁煙できたよ！健康になった恩返し募金」など、
の新設と各種会合のさらなる簡素化で浮いたお金を奉仕事業に回す事
を期待しています。皆で楽しく前向きに仕事をして支えていこうと思
います。今宵は存分に楽しみ語らってください。本日お世話くださっ
た方々にお礼申し上げます。

（順不同） 国際親善奨学生 山本 優美ゲスト・家族紹介
さん 「玉とみ」女将 荒木佳子（けいこ）様 「えんや」女将

若菜 様 石丸恭子（たかこ）夫人、 上杉幸代さん、南月ちゃ
、 、 、ん 廉君 北山 真美 夫人 木村恵利子夫人 魏 莉玲夫人

、 、 、 、弘章君 彩友美ちゃん 悠暉君 百夏ちゃん
功揮君、 竹田安代夫人、孔徳君、 村田

、 、順子夫人 吉田千代子夫人 松田祐紀子
知佐子ちゃん（土田会員御同伴）

幹事報告・委員会報告
多田利明幹事：本日はワイン、テルメ入場券
などいろいろあります。特に上杉輝子山には
おせわになりました。ビンゴ、オークション
を楽しみにやります。

¥27,000- ¥439,842-ニコニコＢＯＸ 本年度累計
¥2,767,119-残高

今年一年ありがとうございました。今夜は、楽しいひとときを過ごしましょう。村田会長

御世話をして頂いた皆様、有難うございました。 本日は皆さんようこそ。多田幹事

楽しんで下さい。 一年の締めくくり。いろいろありましたが元気な顔が何石丸会員

岩倉会員 大よりです。 村田会長、多田幹事今年最後のイベント御苦労様です。

長いこっての出席です。 村田会長・多田幹事半年有難うござい沼会員 木場会員

ました。ロータリー財団の山本様ようこそ。 今年は東京・高崎と忙しく楽木村会員

しい年でした。来年もどうぞ宜しく。 皆様こんばんは。一年間は速いもの魏 会員

ですね！ 今年もいろいろと御世話になり有難うございます。来年も宜しくお願いします。

東海林会員来年は、皆様にとってさらに良い年になるように心より祈っております。

今年も一年間御世話になりました。来年もよろしくお願いします。 メリ炭谷会員

回542
（木）2009 12.17
5Fホテル日航

26/36 72.22%出席率
９月の修正出席率 ％67.62

寄附金の贈呈
金沢パイロットクラブ★

会長 齋木妙子様 一言お願いします
斎木妙子パイロットクラブ会長： 本
年のパイロット美術展での金沢百万石
ロータリークラブのロータリークラブ
賞は大変意義深いものでした。ヘルプ
カードもよろしく御願いします。
※ は本日ご都合が子ども夢フォーラム

悪く、１月においで頂きます。
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ークリスマス。ハッピーニューイヤー。来年はもっと良い一年でありますように 。 今年一年皆様に大変御世話永原会員

になりました。またＳＡＡを担当しながら休みもして迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。 年忘れ吉田昭生会員

例会にふさわしくいろいろな面々がお集まりになり、会も楽しくなりそうです。御世話下さった方々にお礼申しあげます。

今年も家族で御世話になります。本日は宜しくお願いします。竹田会員

石丸会員：先に少しご挨拶です。私が馬鹿みたいに 年間ロータリー例会に皆出席乾 杯 31
しましたが、これには訳がありました。元もと私はなんでも捨てるのが苦手でした。折角、作った
多くのロータリーの日本や世界の友人を簡単に捨てる訳にはいきませんでした。例えば韓国の友人
の李庠根先生や、朴天學先生の言葉 「石丸さんがいるあいだはロータリーをやめるわけには行き、
ませんよ」その逆も真で、私もやめるわけにも行きませんでした。そう言うことでロータリーの友
情に乾杯です。何があっても善意に解釈し、仲良しロータリーを貫きたいものです。 拍手！あり、 乾杯！

《 食 事 》※ビ
ール、ワイン、日本
酒、ソフトドリンク

フリー （焼酎
は 持参 し て お り ま
す ）。

司会 井口会員、アシスト 上杉会ビンゴゲーム
員

司会 金 会員 アシスト 水野会オークション
員、宮永会員、井口会員
★２７品ものご出品で落札合計金額 ８２，９００円と

なりました。有難うございました。
①炭谷茶補のお茶
②炭谷茶補の海苔
③カシミヤハイネッ
ク半袖セーター ④
ツーウエイバッグ
⑤モヘアの手編みポ
ンチョ ⑥アウトド
ア用上着 ⑦常滑
焼ぐいのみ ⑧器 う（
つわ）２点 ⑨ソム

リエナイフとサラダサーバー（ドイツ） ⑩Ｈ２２年歳時記カレンダー ⑪桐野 まぼろし焼酎 ⑫ワイングラス
（ポルトガル製） ⑬ニッコー陶磁器セット（金沢コレクション） ⑭雪中梅（せっちゅうばい） ⑮デパート商
品券 ⑯クリスマスコーヒーカップ ⑰ポーチ４個 ⑱クリスマスキャンドル ⑲シクラメン（鉢） ⑳ふじり
んご エコバック（辰・戌年） バティチワイン（スロバニア） ボジョレヌーボー エコバック21 22 23 24
（丑年） タイガアイのブレスレット 高級象牙靴べら 高麗人参花茶×２25 26 27

クリスマスのグリューワイン「
（ホットワイン）をどーぞ 石丸恭子夫人」

ビンゴゲームのくじを引く子供たち
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会長エレクト：新年例会では ラオスの布を付けてみては閉会挨拶 藤間勘菊
どうでしょうか？

ロータリーソング 「手に手つないで」

点 鐘


