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年 月のロータリーレートは １ドル＝９０円2010 2 ,
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ＲＩの新しい電子出版物
月 日の国際協議会で 「ロータリー・ワールド」は電子出版物> 「 （ロータリー・リーダー 」1 22 Rotary Leader、 ）

として生まれ変わり、クラブ役員と地区役員用に特化した実用的な情報をお伝えしていくことが発表されました。
年 月版から発行される予定です。 約 年前、クラブ会長とガバナー向けに四半期に一度発行される会報2010 4 1

『ロータリー・ワールド』の読者を対象に、アンケート調査を行った結果、大半の読者は、クラブや地区の日々の
運営に関する事柄や課題に焦点を当てた内容を望んでいることが判明。また、ペーパーレス（紙を使わない方法）
を望む声もあった、とフタ事務総長は説明したうえで 「最も指摘の多かったこの 点を受け、私たちは、指導的、 2

」 。『 』 、役割 に就く全ロータリアン向けの を生み出しました と話します は電子会報、『 』RotaryLeader RotaryLeader
印刷と国際郵便の費用がかからないため 『ロータリー・ワールド』以上に多くのロータリアンにお届けできるこ、

9とになるだろうと期待されています 「ロータリー・ワールド」と同様「 」も。 Rotary Leader 英語のほか日本語など
、そのほかのロータリアンも無料で定期受信か国語で発行され、クラブ会長とガバナーに自動的に送信されますが

することができます。
詳細は でご覧になられます。http://www.rotary.org/ja/MediaAndNews/News/Pages/100122_IA10_Rleader.aspx

『ロータリージャパン』ホームページ情報
月 ～ 日にアメリカ・カリフォルニア州サンディエゴで開催された国際協議会のリポートを掲載していま1 18 24

す。新年度の国際ロータリーテーマのロゴ、各本会議の写真やスピーチの要約のほか、各地区ガバナーエレクト夫
妻の様子も写真で紹介。今後も随時、情報を追加していきます。
詳細は『ロータリージャパン』ホームページ をごhttp://www.rotary.or.jp

覧ください。

例会変更
金沢 （水） 金沢ニューグランドホテル「節分の会」 （水） 休会RC 2/3 18:00 3/17
金沢東 （月） 松魚亭 「新春懇親例会」RC 2/1 18:00
金沢南 （火） ホテル日航金沢「 回記念例会」 （火）休会RC 2/16 18:30 2000 3/30
金沢北 (木) 夜間例会 松魚亭にてRC 2/25 18:30
香林坊 （月）創立 周年例会 金沢エクセルホテル東急※ビジタRC 2/1 22 18:30
ー受付のみ （月）休会 （月）休会2/15 3/29

みなと （火）休会 （火）休会RC 2/23 3/30
百万石 （土） 松魚亭「特別例会」 （木）→ （土）に振替休会RC 2/20 18:00 2/25 20
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年度例会予定 2009-2010
毎週（木）例会

岩倉舟伊智会員1/28
「手続要覧について」
多田利明会員2/4
「デフレについて」
法定休日2/11
調印式打合せ2/18

（土）高崎ＲＣとの姉妹提携例会2/20
振替休会2/25
森慎二監督（石川ミリオンスター3/4

ズ）
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点鐘
ロータリーソング
『 手に手つないで 』
四つのテスト

炭谷ガバナーノミ村田祐一会長挨拶：
ニーが正式に決まりました。おめでと

。 。うございます これからが正念場です
会員の皆様のご協力お願いいたしま

す。
今日、今年初めての「出前で禁煙授業」に押野小学校に行ってきました。子供
達は真剣に聞いてくれ、一生、煙草を吸わないと誓ってくれました。一旦吸っ
てしまうと、なかなか禁煙するのに苦労しますが、はじめから吸わないでおけ

。ばニコチン中毒のストレスもなく健康的かつ無駄なお金を使わないですみます
「 」新しく吸わせない教育は時間がかかりますが近道だと考えて 出前で禁煙授業

。 、を続けています タバコ問題について民主党政権に大いに期待していましたが
抵抗勢力が強くてタバコの値段一箱１００円の値上げが精いっぱいでした。た
ばこから得られる収入は約３兆円、たばこの健康被害や労働損益などで約６兆
円。差し引き年間３兆円の損害をわが日本は被っているとの試算が一般的で
す。１箱５００円が収支バランスのとれる値段だと言われています。残念で
すがすこしは前進しました。税収も大切ですが、もっともっと国民の健康の

問題としてタバコの事を考えて欲しいものです。
山田礼二様（ ． 株式会社） 金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二様ゲスト紹介 ビジターの紹介G RSOLUTION

《 食 事 》
幹事報告・委員会報告

4/25 30石丸幹夫会報委員：会報１ページにのせましたが 国際ロータリーの規定審議会が本年 ～、
の間ひらかれますが、これは３年毎の行事で今回は に締め切られたものについてです。2008.12.31
少し興味ありそうなものを拾ってみますと①欠席のメークアップは例会前後３０日とする。 ②入
会見込み者をクラブ例会に連れて来ると出席クレジットを認める （新会員候補を連れて例会に出。
席すると一回出席が増えます ）③ロータリ歴 年または６５才以上ならクラブ会費と出席義務を。 15
免除する。④例会を月２回に ⑤例会は年６回まで取りやめれる。 ⑦ＲＩ創立の２月 は例23
会を開く。⑨地区大会は隔年で ⑩地区大会にＲＩ会長代理出席をやめる その他 ガバナーノミ
ニー選出の規定 対抗候補者に関する規定の改正案が出ています。ガバナーの人気を１年から２年

2011 12 31にする。等 興味あることが沢山出ています。次会の締め切りは 年 月
です。会員の皆様いろんなアイデアを出して下さい。

（土）夜 お馴染みの「ｚａｄａｎ」にて登山家の栗北山吉明広報副委員長：1/30
城史生氏の報告会ありますので希望の方出席して下さい。

私の父の死去にさいして、お忙しいところお参り下さり大変有難う多田利明幹事：
ございました。

¥3,650- ¥477,843- ¥2,888,019-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
岩倉さん、卓話お願い致します。７月から炭谷ガバナーに向けて準備宜しくお願いします。村田会長

打合せのおつりをニコニコボックスします。理事会有志

会 員 卓 話講話の時間

「手続要覧について」 炭谷亮一会員とガバナーノミニーについて岩倉舟伊智会員

年度のガバナーノミニーの指名は大変おくれていましたが、ＲＩ定款で指名を2009-2010
行う事の出来るとなっていた５人のパストガバナーにより昨年 月 日中川ガバナーの12 28
立ち会いでえらばれました。立候補の後、対立候補もあらわれましたが、時期が余りにも
遅れたので選挙の形をとらずに炭谷亮一会員がこの５人のパストガバナーによる投票推薦
ということになり、各クラブに 年 月 日まで意見をきくという形になりました。2010 1 22
特に異論もなく、この度、正式に決定となりました。これでＲＩが受理すればすべてＯＫ
です。

これまでは 地区ではもちまわりで決めておりました。今回のノミニーを出すのは加2610
賀地区の順番でして、女性会員も名前にあがりましたが結局決まらずに石川第一分区に依
頼がきました。そこで立候補したわけです。１０年前のガバナーをみますとお金も大変だ

回546
（木）2010 1.28

5Fホテル日航

20/37 54.05%出席率
月の修正出席率 ％12 70.48

山田礼二様と紹介の魏賢任会員
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った様です。中川ガバナーは大分改革しました。
もともとこのノミニーは既に昨年の地区大会で決定を発表すべきものでした。持ち回りでまっていたら、決まらず
遅くなってしまい、時期的に指名の委員会の役目という権限も曖昧になってしましました。 もう立候補、選挙し
かない様でしたが、５人のガバナーの推薦の炭谷亮一会員がこの度決定しました。れから地区大会の問題もあり、
会員の皆さんには可成り負担となるとおもいますし、百万石クラブの行動は他クラブや地区役員からも注目されま
すので、模範的なロータリークラブとして、紳士的で活動的なクラブありたいとおもいます。よろしく御願い致し

点 鐘ます。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
金沢百万石ＲＣ／高崎ＲＣ姉妹友好クラブ締結例会並びに懇親会 （予定）

変更になるかもしれません

第５４８回例会 場所 松魚亭 日時： ２０１０年２月２０日（土）
登録開始 １６：００～
締結調印例会 １６：３０～１７：３０（洋間）
休憩・名刺交換７：３０～１８：００
懇親会 １８：００～２０：００（和室大広間）

（締結調印例会 タイムスケジュール）
１６：００ 登録受付開始
１６：１５ 例会場へ入場（お出迎え）
１６：３０ 締結例会 開会点鐘 （君が代 奉仕の理想）
１６：４０ 村田会長（金沢百万石ＲＣ） ・ 市川会長（高崎ＲＣ）
１６：５０ ご来客祝辞 山出市長（金沢市） ・ 松浦市長（高崎市）
１７：００ クラブ会員紹介 （田中幹事・木村幸生親睦委員長）
１７：１５ 姉妹友好クラブ締結調印式 と （大ダルマ目入れセレモニー）
１７：２５ 報告事項
１７：３０ 閉会点鐘
１７：３５ 集合写真撮影

出席者名 松浦幸雄高崎市長と秘書の方、山出保金沢市長
高崎ＲＣ会員 金沢百万石ＲＣ会員

高崎ＲＣ ２０１０年２月２０日（土）の訪問者名簿（ 現在）1/19

有田 邦夫 市川 哲名 市川 志保美夫人 市川 豊行 市川 恵子夫人
小倉 敦秀 桂川 修一 川手 義昭 後藤 俊雄 後藤 もと夫

人 芝崎 勝治 清水 正爾（マサジ） 清水 伸（シン） 須藤 二三男 関口 俊介 高井
淳夫 高井 恵子夫人 田中 久夫 羽鳥 修司 治田 芳久（ハルタ ヨシヒサ） 治田 初穂夫人 広瀬 雅

美 深堀 達義 堀越 芳春 堀越 俊子夫人 丸山 和久 茂木 晴男 茂木 由紀子夫人 森田 岳志
（敬称略 （３２名）吉井 孝夫 吉井 幸枝（サチエ）夫人 小見 ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
登山家栗城史生氏との懇親会

出席者 クラブからは 村田会長夫「ｚａｄａｎ」にて 夜1/30
妻、北山吉明 北山夫人 二木秀樹 西村邦雄 藤間勘菊 炭谷亮一 水
野陽子 石丸幹夫 の皆さん

世界の 大陸最高峰（７サミッツ）に、単独無酸素で挑んでいる、栗城「 7
多史（のぶかず）君を囲み激励する会が 月 日（土）北山会員の呼びか1 30
けで開かれました。百万石ロータリークラブからは村田祐一会長ご夫妻、

炭谷、二木、斎木、西村、水野 石丸会員が参加し
た。ビールを片手に が如何に過酷な世界かを8000m

、 。栗城君から聞いて 会員一同感動と驚き頂きました
今年の 月に再度エベレストに挑戦する栗城君を皆で応援することを誓いました 」9 。
（北山吉明）

会員消息

石丸幹夫会員： （土）石川県バドミントン協会（高沢会長）から感謝状をいただ2010.1.30
きました。長年、バドミントン普及に貢献したと言うことです。

松浦幸雄高崎市長
会長市川豊行


