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月のロータリーレートは １ドル＝９２円5 ,
２０１０年の規定審議会で審議される立法案について（再）

際ロータリー定款は３年ごとに規定審議会を開きます。その場所は米国イリノイ州シカゴです。国
25 30 2008 12場所の選定は 理事会で定められました。 でです （RI 日時は４月 日から 日ま 立法案の締め切りが 年。

） 。 少し興味ありそうなものを拾ってみますと月 日のものについてのもの31 。 認可されれば より実行2013.7.1
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免除する。15
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 は例会を開く。23
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年にする。

次回は 年 月 日しめきりです。提案を！2011 12 31

各種会合出席者
、 、 、 、 、 、 、★南光州ＲＣ創立４０周年記念例会出席予定者 村田会長夫妻 多田幹事 石丸夫妻 金夫妻 井口 上杉 谷

吉田昭生、申東奎会員 〆切：５／１０
★ラオスＩＴセンター訪問とふれあいの旅 参加予定者 炭谷ラオスプロジェクト委員長、藤間会長エレクト、
宮永次期幹事、木村幸生次期国際奉仕委員長
★東京米山友愛ロータリークラブ チャーター・ナイト
月 日（日） ～ （ ）5 30 11:00 16:00 ¥15,000

出席者：村田会長、木村（幸生）夫妻、石丸夫妻

例会変更
（水） ～ 金沢ニューグランドホテル金沢ＲＣ 6/2 18:00

「チャリティ・オークション」 （水） 休会6/9
（月） 休会金沢東ＲＣ 6/21
（木） ～松魚亭「夜間例会」金沢北ＲＣ 5/20 18:30
（木） ～松魚亭「夜間例会」6/24 18:30
（月） 休 会 （月） ～金沢香林坊ＲＣ 5/31 6/21 18:30

エクセルホテル東急「やれやれ会」
石川ミリオンスターズ応援例会百万石ＲＣ 5/20
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年度例会予定 2009-2010
休会 （法定休日）4/29
木村道明様（ツエーゲン金沢ＧＭ）5/6

「ツエーゲン金沢 世界への道」
※次年度理事役員会

若狭豊会員 （わかさ内科クリニック院長）5/13
「細胞と遺伝子」 ※今年度理事役員
石川ミリオンスターズ応援例会5/20

金沢市民野球場
山崎康子様（書家）5/27
未定6/3

北山吉明会員（北山クリニック院長）6/10
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点 鐘
『 』ROTARY
四つのテスト

先週はミリオンスター会長挨拶：
ズの応援楽しかったでしょうか？私
は急用ができ、応援できなくて残念
でした。
米国の組織心理学者の カンタR. M.
ーは 「大企業のようなヒエラルキ、

ー的大組織では、成功と言えば異動以外の何ものでもなく、異動のないまま つの仕事を つの部署でやり続ける1 1
と、次第に目立たない存在になり、やる気が失せていく」として 「異動の機会」の重要性を指摘しています。で、
は、日本の高度成長期を支えてきた生産ラインの人たちは、なぜ同じ工場で何十年もの間、同じ仕事を繰り返すこ
とができたのでしょうか？… そこには、人を“人”として大切にする職場環境と風土があったからだと.
言われています。 田中耕一さんのノーベル賞は「試薬の調合を間違えて新しい発見につながった結果」だそうで
す。田中さんは 「毎日毎日、同じことを繰り返し、同じものを見ていたから、間違って出てきた結果が、単なる、
雑音なのか、それとも重要な意味をもつものなのか見極められました。もし、長年同じものを見続けたという繰り
返しがなければ、そのままゴミ箱にいっていたと思う」と語っています。ノーベル賞に値するような大発見も、毎
日の繰り返しなくして生まれないのです。自分のために楽しく研究した成果だと思います。同じ仕事なら工夫して
楽しくしましょう！また楽しく仕事できる環境を整えてあげましょう！

＊先週の追加－－－－－－－ミリオンスター応援例会です。話す時間がないので
会長挨拶を会報用にアップします。 １６日（日５．２０ ）地区協議会参加の皆．
さま、ご苦労さまでした。

次期ガバナーの崎山さん、とても良いお人柄のようにお見受けしました。
お話の中で、自殺者数とＲＣの会員数は逆比例するとのことです。自殺者は最近
増えていて年間３万人あまりとの事。その一方、たばこによる死者は年間１０万
人。さらに吸いたくもないタバコを無理やり吸わせられる副流煙による死者は３
万人。世界では先進国以外での喫煙者の増加で年間死者は６００万人に迫る勢い
です。自殺、たばこどちらも対策が必要です。自殺者を減らす対応は難しいです
が、副流煙による死者はＲＣ会員の自覚と努力で今すぐからでも取り組め減らせ

るのに、何故？日本のロータリーでは、い
つまでも放置されているのでしょうか？

先進国では副流煙の害を除くための分煙は常識になっています。
我らの炭谷ガバナーの時にはロータリーの原点に戻り、かつ
奉仕の精神に基づき、さらなる取り組みをしたいものです。

１ （卓話者）山崎康子様（書家） ２ （同ゲスト紹介 ． ．
行者）田中良一様（音楽工房ビブラソン） ３ （ 〃 ）谷．
口純子様 ４．米山奨学生 李 暁燕（リ・ギョウエン）
さん

李 暁燕（リ・ギョウエン）さんビジターの紹介

地区協議会、ミリオンス幹事報告・委員会報告 多田利明幹事：
ターズ観戦例会は苦労様でした。金沢市伝統工芸展には木場紀子会員や水野
陽子会員の作品がありますので是非お出かけ下さい。

来年度のプログラム委員会には是非講師のご紹介を御願いしま魏賢任会員：
す。 ８月３１日（火）巨人 ヤクルト公式戦 石川のフ菜香楼 多賀氏 vs in
ードスポンサーとして、原・巨人を応援させて頂きます。観戦チケットを確
保してありますので是非お問い合わせを・：

¥14,000 ¥697,843- ¥3,226,820-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
山崎様、卓話楽しみにしています。 山崎さん、ようこそ。卓話楽しみにしてい村田会長 多田幹事

ます。 先週は久しぶりにナイターの野球を観ました。山崎様ようこそ。 李石丸会員 木場会員

暁燕さんようこそ。染織展を大和８Ｆで今日から開催しています。おついでがあれば又、宜しくお願い

します。 皆さんこんばんは。先週木曜日の野球観戦の方、お疲れ様でした。どうだったでし魏会員

ょうか。実は、８月３１日（火）巨人 ヤクルト公式戦 石川のフードスポンサーとして、原・巨人を応vs in
援させて頂きます。観戦チケットを確保してありますので是非お問い合わせを・・・。 米炭谷会員

山奨学生の李さん当クラブへようこそ。永原会員 山崎康子様、巨人のなみだの内容はわかりませんが楽

しい卓話をお願いします。楽しみに致しております。 山崎様、ようこそいらっしゃい吉田光穂会員

ました。

回561
（木）2010 5.27

5Fホテル日航金沢
21/37 56.76%出席率

63.19%４月の修正出席率
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講話の時間
（ 会談形式 ） に インタビュ―山崎 康子様（書家）

北山吉明会員：山崎さんには是非いろいろお話を引
き出してお聞きしたいと思います。先ずＤＶＤをご
覧下さい。これで 書家 山崎康子さんの左手にか
ける思いがおわかりになったと思いますが、書家で
あり作詞家であります。お一人でしゃべるより質問
にお答えするようになさりたいとの事です。

私は脳梗塞の他いろんな病気を患ったただのおば
あちゃんです。書道一筋に子供も育て生きてまいりましたが 右手が不自由になり、左手で
字を書いています。今では 才も過ぎてしまし70

ましたが。本日のこの機会を与えていただいた事は生きておれたおか
げです。脳梗塞、大腸癌 左眼の視力障
害、帯状疱疹、交通事故等入院やリハビ
リの人生でしたが、かっての「つまづい
たっていいやないか、人間だもね」の言
葉は生きていく勇気をあたえました。病
院から退院し 「生きていて良かったな、
あ」と生き生きした自分でした 「地球。
は何色 「巨人のなみだ」等 作詞しま」
した。

『 巨人のなみだ 』
＊唄「巨人のなみだ」を

披露（北山吉明会員）

点鐘

ホテルニューオータニ 東京東京米山友愛ロータリークラブ認証伝達式に出席 2010.5.30

『 巨人のなみだ 』
作詞：山崎やすこ 作曲：池野成秋

偉大なる小さな一歩から 時が流れ
月から登る地球の 姿をみました

こんなに美しいものを 今まで見ていない
触れたらはらはらと 散ってゆきそうな

暗黒の世界に はじけたシャボン玉
水あめのように 甘くてこわれそう
宇宙とい云う巨人の涙かもしれない

みんなのふるさそを いたわって守ろう
いたわって守ろう
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国際ロータリー第 地区（東京）で、米山学友を中心に設立され2750
たクラブ、東京米山友愛ロータリークラブ【特別代表：関博子氏（東
京世田谷中央 会長 、スポンサークラブ：東京世田谷中央 】のRC RC）
創立総会が 月 日、都内で開催されました。 月 日現在の創立会2 11 2 11
員 人のうち米山学友は 人、日本人会員も留学経験のある人が多22 14
く、非常に国際色が豊かで、平均年齢 歳という新世代中心のクラブ37
です。当日は、クラブ定款・細則の採択、理事役員の選出、国際ロー
タリーの加盟申請が行われました。黒田正宏 理事、久邇邦昭ガバナRI
ー、板橋敏雄米山記念奨学会理事長らの祝辞を受け、会長に就任する
楊 錦華さんは 「責任の重さを痛感している。奨学生時代からロータ、
リアンの姿を見て、いつか恩返しをして、自分も人々の力になりたい

。 」と考えていた 奉仕の理想に根ざした活動を積極的に進めていきたい
と、決意を語りました。 月 日（日）には、都内でチャーター・ナイトが開催されました。5 30

東京世田谷中央 事務局（ ： － － ）RC TEL 03 3403 8071

印象的なチャータナイト ユニークで大変参考になりました。
400村田会長 木村夫妻 石丸夫妻が出席した。 ホテルニューオータニのザ・メイン本館の「鶴の間」には

人を越すロータリアンでテーブルも所せましとならんでいた。点鐘 で まで式典が行われ、設立紹介や11:00 12:00
新クラブ会員紹介、特殊なクラブとあって、ガバナーの久邇邦昭ガバナー、黒田正浩 理事 板橋敏雄米山記念RI
奨学会理事長等の来賓祝辞があった。

第２部の特別講演は 中国学友会貴会長の姫 軍氏の素晴らしい話しであった。
。 。部屋の入り口の前室にはチャリティオークションの各国の品が並んでいた 値段もよかったが可成り売れたらしい

第３部祝宴は先ず乾杯の歌で乾杯を 韓国民謡やネパール民謡などが披露された。会員は民族衣装であった。

＊会の後、木村夫妻、石丸夫妻は東京世田谷中央クラブの橘夫妻の車２台に分乗して、御殿場に行き、橘氏の経営
する研修ホテルに一泊した。其処には夜 関夫妻もこられ、夕食を共にした。 石丸幹夫記

世田谷中央クラブの皆様と村田会長 木村幸生夫妻 石丸夫妻

御殿場の橘氏が経営する立派な研修ホテルにて 早朝の富士山 なかなか頂上はみせてくれなかった

楊 錦華 会長
中国 上海市

関 博子特別代表
東京世田谷中央

会長RC


