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高崎 の特別例会へ出席しませんか 招待状がきています！RC
、 、 。謹啓 日頃 ロータリークラブの奉仕活動に対し 深いご理解とご指導を頂きまして誠にありがとうございます

また、先日は当クラブのメンバーが大挙して訪問した折りには、大変なるご歓待をありがとうございました。今後
も末永くお付き合いをお願い致します。

きて、この度、当クラブではいわゆる「 ％例会を実施することを企画し、現在その準備に務めてめていると100
ころでありますが、その例会に是非とも貴クラブメンバーの何名様かの方々のご出席を賜りたく、本状をお送りさ
せていただいた次第であります。

当クラブが企画する 、その近日の通常例例会日（月曜100 3 30％例会とは、当クラブの創立日（ ／ ）を記念して
日）において、その時点での会員全員が必ず例会に出席すること義務とするものであり、その速成により会員相互

今回は 年ぶりの実施の親睦や会員の健康証明など多くの利点をもたらすクラブのお祭りり的行事でありますが、 5
となるものであります。

そのような行事でありますので、貴クラブのメンバー様に、是非その ％達成の瞬間をご確認いただきたく、100
かつご一緒に楽しくお過ごしいただく時間が共有できましたらと考えまして、誠に不躾かつ僭越ながら、ご出席を
御願いいする次第であります。

また、当日の例会では、 りますので、高崎経済大学の吹奏楽部による演奏をバックに酒花見例会の実施も兼ねて
肴を楽しんでいただくことも計画されております。

出来ましたら、この ％例会へのご出欠のお返事を、 に同封の出欠用紙にて当クラブ事務100 3 19月 日（金）まで
局まで （ ）にていただけましたら幸いです。FAX 027-327-2887

今後とも貴クラブの会員皆様の益々のご清祥をご祈念申し上けます。 謹白
％例会の日程など ．日 時： 年 月 日（月）午後６時３０分～ ．場 所： 高崎ビューホテル100 1 2010 3 29 2

２ （高崎市柳川町 の間F 70 HARUNA

李庠根パストガバナー来訪

南光州ＲＣ）が 午前１１（ 3/15
時小松空港から金沢市にこられま
した。 氏は約３ヶ月閑金沢に滞
在され、老人医学の勉強をされる
そうです。 ３７１０地区の重鎮
ロータリアンですので又いろいろ
ロータリーの話しをお聞きしたい
と思います。
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年度例会予定 2009-2010
大沢俊夫 様（㈱大沢米穀 社長 『ゴビ砂漠に緑を！ （仮題）3/11 ） 』

『丸岡町について』林田千之会員（丸岡 ）3/18 RC
祐専寺にて大沼俊昭会員「私の生命(いのち)を支えるもの～ご本尊～」3/25

19:00 20:30“若狭豊会員の歓迎会・高崎ＲＣ姉妹提携慰労会” ～
《クラブフォーラム》藤間勘菊会長エレクトより“ の報告”4/1 PETS
桝田隆一郎様（地区ロータリー財団委員長）4/8

4/15 RC未定「仮題：韓国のロータリー」李庠根パストガバナー南光州
高岡哲夫 様（石川第２分区ガバナー補佐）4/22
休会 （法定休日）4/29
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点鐘
『それでこそロータリーソング

ロータリー』
四つのテスト

先週はストレス村田祐一会長挨拶：
.の傘の話の中で外的資源にふれ 「…、

人により愛人も」と話しました。不
況になると不倫が増えるそうです。
さて、鳥の世界の雑学です。仲の良

い夫婦をおしどり夫婦と言いますが、実際はどうだと思いますか？… 丹頂鶴は一生連れ添い、子育ても協力する.
のに対して、オシドリは抱卵期 につがいを解消し、雌だけで抱卵し雛を育てます。雄は第２の雌を求めることも
あり、相手を変えての離婚率も多いそうです。

、 、 。ではツバメさんは？ 燕尾服のいわれになっている燕の尾羽の長さには個体により長い 普通 短いがあります
さて最もメスにもてる長さは？…人間では足の長い人に人気があるようです。尾羽が長いと旋回能力が劣り餌をと.

、 。 。ることが下手になりますが さて？…尾羽の長いツバメはもてるそうです 単にカッコ良いだけではなさそうです.
パラサイト（寄生虫）理論によれば尾羽が長い遺伝子はダニに強い遺伝子と共通しているため雛が育ちやすいそう
です。そのため短いツバメのオスはなかなか番いを作れないそうです。長いオスは結構別のメスにちょっかいを出
しても受け入れられるそうです。オスは自分の遺伝子をできるだけばら蒔きたい。メスは強いオスの遺伝子を手に
入れたい。との動物本能のなせる技だそうです。人は見た目ではない心だよ！と言われていますが外見にも隠れた
メッセージがあるようです。さて人間世界にもどり、タイガーウッズのこれからは？

（卓話者）大沢 俊夫 様（㈱大沢米穀 社長）ゲスト紹介
なしビジターの紹介

１カ年 野城 勲会員皆出席顕彰

《 食 事 》
高崎 との姉妹提携記念行事についてVIDEO鑑賞 RC

の高崎市制 周年を記念して、友好都市記念行事とし幹事報告・委員会報告 多田利明幹事： ① 5/15 110
て、金沢市からは加賀万歳と加賀獅子が出演するとの事ですが、その後援に金沢百万石クラブ名をのせさせて下さ
いとの事でした。

の例会は県立野球場にします。北山吉明会員が開会にあたり、君が代を② 5/20
うたう予定です。

南光州 ４０周年週会は （土）に行うことになりました。其れ金沂秀会員： RC 6/12
で （金）はソウル泊まりで、翌日に光州市へ行きたいと思います。この３泊４6/12
日コースとお急ぎの方の２泊３泊コースも考えています。

百万石クラブ後援のパイロットクラブのチャリティコンサ藤間勘菊会長エレクト：
ートが （日）ありますのでよろしく御願い致します。4/11

パイロットクラブの案内
石川県立美術館ホール 開演２００１年４月１１日（日） 13:30

前売 円（全席自由）1,500
076-267-9007問い合わせ：村田順子まで

¥11,000 ¥583,843- ¥3,066,469-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
大沢俊夫様、卓話宜しくお願い致します。 大沢さん、ようこそ。卓話楽し村田会長 多田幹事

みにしています 大沢先輩、今日は宜しくお願いします。ゴビのお話楽しみです。金 会員

皆さんこんばんは。大沢様のお話を楽しみにしています。一度砂漠に樹を植えに行ってきま魏 会員

す。どうぞ宜しくお願いします。 大沢様、お久し振りですね。頑張ってゴビ砂漠が全て永原会員

緑にうまるまで何千年でも植え続けて下さい。お話も楽しみにしております。 本日、ロ竹田会員

ーバーからプリウスに車を乗り換えました。日本のトヨタの技術はスゴイと実感しました。大沢様の卓

話を楽しみにしています。 孫が早稲田大学理工学部に合格致しました。有難うございま土田会員

した。

大沢 俊夫 様（㈱大沢米穀 社長）講話の時間 「 ゴビ砂漠に緑を 」
万平方キロメートルともいわれる広大なゴビ砂漠の西南の阿拉善砂漠は世界第４位の面積です。120

しかし、３０ｃｍばかり掘ると、少々湿気があり、植林をする事にしました。

回551
（木）2010 3.11

5Fホテル日航

22/37 59.46%出席率
58.33%１月の修正出席率
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もともと、草の根まで食べる山羊の増加が砂漠化をすすめたの
1997 1999です 「世界の砂漠を緑で包む会」は 年に設立され、。

、 。、年よりひろく緑化開始 年に 法人に登録されました2003 NPO
年に の草の根技術協力の支援が実施されました。2005 JICA

山羊に草の根が食べられない様に ｋｍに及ぶ防護柵や、多く18
の井戸をほりました。幸い塩害もなく私らの行った緑化地区は
中国でのモデル地区になりました。 皆様もご協力いただきた
く思います。会員になって下さい。出来れば植林も御願い致し
ます。

点鐘

お知らせ
～若狭会員の歓迎会と高崎ＲＣ姉妹提携調印式慰労会～①会場変更例会のご案内

今回は、大沼俊昭会員の祐専寺さんをお借りし会場変更例会となりました。
祐専寺さんを参詣し、大沼住職の法話もお願いしております。万障繰り合わせの上ご出席頂きますようご案内申し
上げます。

日 時 年 １９：００～２０：３０頃2010 3 25月 日（木）
076-252-5862場 所 祐専寺 春日町６－１０ ℡

駐車場・・・境内に８台可 ※大通りに「ＴＳＵＴＡＹＡ」があります。
卓 話 大沼 俊昭会員 祐専寺住職 「私の生命(いのち)を支えるもの～ご本尊～」
会 費 会員・家族 １人／ 円（お弁当＋α）4,000
飲み物（お茶、ジュース、ビール）もご用意致します。差し入れも歓迎致します！
出欠〆切 ／ （木） 事務局まで3 18

１８日（木）例会に丸岡ＲＣより会長・幹事・ＳＡＡ②丸岡ＲＣより数名のロ－タリアンが来訪されます。
をはじめ４－５名メーキャップに来られます。卓話 林田千之（はやしだ ちゆき）会員 （丸岡ＲＣ）

演 題 『丸岡町の紹介』
、 、 。 、丸岡町は 福井県の北端に位置し 福井市の北約１０ｋｍの位置する人口約３万人の旧城下町です 丸岡町は

坂井市のなかにあって、北はあわら市金津町、西は坂井町・春江町、南は吉田郡松岡町・永平寺町と勝山市、北東
は石川県に各々接している。昭和３０年３月、旧丸岡町と長畝(のうね)・竹田・髙椋(たかぼこ)・鳴鹿(なるか)・
磯部の５ヶ村が合併して誕生した町です。 町域の東部には４００～１０００ｍ級の山々が広く分布するが、西部,
には福井平野の平坦地が開けている。北部を竹田川が西へ曲流し、南境沿いを九頭竜川(くずりゅうがわ)が西流す
る。町の西寄りに、主邑の丸岡市街が形成されている。 現在は、福井市のベッドタウンとして、県内でも人口増
加の高い有数の町です。

例会変更
（水） ～ ホテル日航金沢「観桜会」 （水） 休会金沢ＲＣ 4/14 18:00 3/17
（月） ～金沢スカイホテル「春の特別」 （月）休会金沢東ＲＣ 4/12 18:30 4/26
（金） ～ 和田屋「観桜例会」 （金）休 会金沢西ＲＣ 4/9 18:00 5/7
（火） ～ 会場未定「観桜会」 （火）休会金沢南ＲＣ 4/13 18:30 3/30
（木） ～ 松魚亭にて「お花見夜間例会」金沢北ＲＣ 4/8 18:30
（月） ～金城楼「観桜会」 （月）休会 （月）休会香林坊ＲＣ 4/12 18:30 5/31 3/29
（火） ～ゆわく温泉かなや「観桜夜間例会」みなとＲＣ 4/6 18:00

荒涼たる砂漠 全く草もない所に木を植える①
②同じ場所とは思えない程、草や木でいっぱい。


