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月のロータリーレートは １ドル＝９２円6 ,
ラオスＩＴセンター訪問とふれあいの旅

炭谷ラオスプロジェクト委員長、藤間会長、宮永＊参加予定者
幹事、木村幸生国際奉仕委員長、岩倉ラオスプロジェクト委員

（金）ビエンチャン 着 教育省、ＩＴセンタ＊日程 7/16 12:55
ー 訪問

（土）ビエンチャン近郊観光 ブッダテーマパーク、7/17
ラーオのビール工場、ﾅﾑｸﾞﾑ川船上レストランなど

（日）フリータイム ※ビエンチャン空港よりラオス7/18
交換学生２名随行

7/19 7:00 12:19（月）関空 着 金沢駅着
＊交換学生 ( 才・女)Miss. Soutthida Aliyavongsa 14

（ 才・女）Miss. Khamsavanh Onsy 14
（月）～ （土）炭谷会員宅にてホームステイ7/19 7/24

-Sent:Thursday,June 10,20109:43AM＊ 学生交流の件Laos 南光州 朴天学先生からですRC 下記連絡します。
周年記念例会に連れてくることになつていた 学生交流は と百万石の事情によつて推進されば南光州40 Laos Laos

では次年度でも協力いたします （ 名分の航空料と光州滞在）。 1

チャリティコンサートに北山吉明会員
金沢市アートホールGift of Smiles 6/23（水）

石川ピンクリボン運動で「乳がん自己検診」と「乳がんほっとらいん」の活動BCSG
開演 日本の歌曲、イタpm6:30

リア歌曲 フルート演奏 オペラ
・アリアが中田佳珠さんの伴奏で
おこなわれました。北山吉明会員
は荒城の月 プチーニの歌劇「ト
オーランドット」よりの泣くなリ
ュ！ 誰も寝てはならぬ マスカ
ニーの歌劇「カヴァレリア・ルス
ティカーナ」よりのサントウツァ
とトウリッドの二重奏に出演しま
した。他お馴染みの方が出演され
ました。
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クラブ例会予定
年度2009-2010

会長慰労会（招龍亭）6/24
年度2010-2011

藤間勘菊新年度会長「所信表明」7 / 1
「クラブフォーラム」＊理事役員会7 / 8
休会7/15
香川博之様（金工大工学博士）7/22
「現在の南極観察」

木村幸生会員（アトラス旅行 社長）7/29
「上海万博へ行って」
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（韓国の鐘）点鐘
６．２４．１年を振り返って村田祐一会長挨拶：

……皆様に感謝
シザーの [ウェー
ニー・ウィーディ
ー・ウィーキー]
つまり「我、来た
り、見たり、勝て
り！」にちなんで、

我、会長になり、職を行い、全うせり！で会長挨拶を終ろうと思います。
しかし、未熟者ですので以下続けます。
会長をお引き受けした時期はリーマンショックで世界経済が大打撃を受け、み

んなの気持ちが沈んでいました。そこで会長
挨拶は明るく前向きな話題提供を心掛けまし
た。話題集めで随分自分自身の勉強になりま

。 、した 会長をお引き受けした時は順番だから
あまり仕事が無い時の方が良いなどとの甘言
に乗り、引き受けました。しかし、どうせ会
長をやるならば１年間自分の好きにやってや
ろうと前向きに方針変更をいたしました。まず、たばこ問題では２６１０地区首
脳部へのしつこい位の働きかけで中川ガバナーエレクトの地区協議会の壇上から
「ＲＣのすべての会合は完全分煙で！」の呼びかけを引き出しました。

しかし、残念ですがごく一部の会員はいまだに他人の健康に配慮せず、間接喫煙
を強いています。ラオスＩＴセンター訪問ではベトナム航空の大幅な航空機の遅
れで帰りが１日遅れました。ベトナム航空の暖簾に腕押しの対応で、夜中にホテ
ルへ移動することになりました。この事で、日中はごろごろしている印象が強か

ったベトナムの人たちが夜中から働いている事実を目の当たりにしました。日中は暑くて仕事にならないが、夜の
涼しい時に仕事をするのだと思い当たりました 「目からうろこ」でした。このハプニングのため徹夜で方々に連。
絡を取り、帰りの便を手配して頂いた金会員には大変お世話になりました。一方、現地の織物をＲＣで販売しその
利益を現地に還元する試みも予想以上の大成功でした。会員の皆様の商売人ぶりに感謝です。当クラブに関係の深
い方々との親睦をはかるため水野会員のお世話で「あらばしりの会」を久しぶりに催すことができ楽しいひと時を
過ごしました。 世田谷中央ＲＣ訪問合同例会と木村幸生会員企画の「知られざる東京」見物が好評でした。南光
州ＲＣ４０周年に合わせての訪問では再び金会員のお世話になりました。南光州ＲＣ訪問では会員相互の交流を諮
り新しく韓国ファンが増えたと思います。支援を少し見直し、新しくパイロットクラブ、ピティナに金沢百万石Ｒ
Ｃ賞をだしました。想定外な出来事として炭谷ガバナーエレク

、 、 、トの誕生 高崎ＲＣとの姉妹提携では石丸先生 木村陽子会員
勘菊さんにもお世話になりました。丸岡ＲＣの来訪、世田谷中
央Ｒ が新クラブ「東京米山友愛ＲＣ」を立ち上げお祝いに駆C
けつけるなど、なんとめまぐるしい！！しかし、充実した１年
でした。

なんとか会長を無事にやり遂げた達成感でいっぱいです。幹事
の多田さん、事務の相川さんには１年を通じて大変お世話にな

。 。「 」りました 改めてお礼申し上げます 天は自ら助くる者を助く
と言いますが、微力ながら頑張っていた我儘な私を皆様が様々
なかたちで助けていただいたおかげと感謝しています。当クラ
ブは後先見ずの猪突猛進型の方が比較的多く「あれもしたい！
これもしたい！」との思いでこれまで沢山の奉仕事業をしてき
ました。これからもこの調子で沢山の奉仕事業を行っていこうと思いま
す。

最後に「我儘だっていいじゃない！奉仕の精神が有れば！」で締めさせ
て頂きます。

炭谷ガバナーが助走体制に入っています。次期会長の勘菊さん共ども会
員皆で支えていきましょう！！

なしビジターの紹介
杵屋喜澄（きねや きすみ）様ゲスト紹介
石丸 恭子（たかこ）夫人

回565
木）最終回2010 6.24

招龍亭
26/35 74.29%出席率

5 68.05 %月修正出席率
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いろいろ大変んでしたが、ラオス、京都北東、東京多田利明幹事挨拶：
世田谷中央、韓国南光州、高崎 そして丸岡クラブなど多くの友人といろいろ
話しあえて大変楽しかったです。

委員会報告
多田利明幹事は皆出席でした。次期幹事さんは大変ですね永原源八郎ＳＡＡ：

本日の出席は 名でこの例会食事を慰労会にしたいと思い西村邦雄副会長： 29
ます。

¥54,000- ¥839,097- ¥3,322,685-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
皆様一年間ありがとうございました。勘菊さん、炭谷さんも宜しくお願いします。 多田村田会長

幹事 一年間有難うございました。次年度も新たに頑張りましょう。 一年どうやら元石丸会員

気で過ごせました。 南光州ＲＣより立派な表彰牌を戴きました。村田会長はじめご苦労様でした。

村田会長、多田幹事一年間有難うございました。藤間次年度会長、宮永次年度幹事、岩倉会員

次年度は宜しくお願いします。 村田会長、多田幹事様 本当にありがとうございまし上杉会員

た。 大沼会員 いつも有難うございます。 村田会長、多田幹事一年間有難うござい木場会員

ました。素晴らしいお二人でした。 明日から上海万博に行って来ます。村田会長、木村幸生会員

一年間大変お疲れ様でした。高崎ＲＣとの調印がとても良い想い出となりました。 皆様、魏会員

こんばんは。村田会長率いる２００９～２０１０年度の理事役員の皆様大変お疲れ様でした！ 又、

弊店招龍亭にてこのような盛大な慰労パーティーを開催させて頂くことにも心から感謝しております。

有難うございました。 村田会長、多田幹事本当に御苦労様でした。素晴らしい活動の北山会員

一年でした。感謝しています。ありがとうございました。 会長、幹事一年間御苦労様でした。私、炭谷は随分迷炭谷会員

惑をおかけしました。許してね。 村田会長、多田幹事役員の皆様、お世話様でした。しばらくゆっくりされて下竹田会員

さい。 元気な会長さん有難うございました。金沢城マラソンでランナーとして頑張っておられてビックリしまし永原会員

。 。 、 。 。た これからも会員増強に宜しく 村田会長 多田幹事ご苦労様でした 一年後に迫り人事でなくなっています西村会員

村田会長、多田幹事様、一年間本当にご苦労様でした。感謝します。 一年間会長、幹（一万円） 野城会員 藤間会員

事お疲れ様でした。次年度のご協力宜しくお願い致します。 村田会長、多田幹事様、一年間御苦労様でした。水野会員

村田会長、多田幹事、一年間ありがとうございました。今週末長男が結婚します。 １２代会長と宮永会員 吉田昭生会員

して大役を果たされました。村田会長、多田幹事一年間有難うございました。

点鐘
司会 西村親睦委員～会長・幹事慰労会～

村田祐一先生の禁煙問題も大分進みまし藤間勘菊次期会長開会挨拶：
た。炭谷亮一先生の大事件もあり、次期のＰＥＴＳや地区協議会の事思
いもしない事が起こり緊張しています。ご協力御願い致します。宮永満
祐美さんがパートナーですので心強く思っています。

ここ一年、ロータリーの良いとこ炭谷亮一次期ガバナーエレクト挨拶：
ろ悪いところが良くわかりました。皆様のおかげでここまできました。
いろいろ改革、改心もやりたいと思います。ラオスもよろしく御願いし
ます。

会長さん幹事さんをはじめ皆様ご苦労様でした。仕事は沢山すればするほど物乾杯：石丸幹夫：
事に億劫な気持はなくなる様ですね。 地区や 地区のことや友好クラブのこと等、本当に2610 3710
皆様のご協力を頂き有難うございました。よく
協力をするもの程、良き協力者をえることが出
来ますね。乾杯！

～ 食事・歓談 ～

次村田会長・多田幹事へ花束贈呈
期会長・幹事より

吉田如来寺和尚さん閉会挨拶：
ラオス センター、高崎 との姉妹提IT RC
携、南光州 周年などを会長さんとしRC40
ての大任と藤舎流の笛の演奏を果たされ、
今、その重責から解放されましたが、後の虚脱感は会長と幹事した人しかわかりません。こ
れからは欠席せずにただ交じりで来て下さい！本当に有難うございました。


