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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、宮永幹事、＊参加予定者
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

下記連絡し＊ 学生交流の件Laos 南光州 朴天学先生からですRC
-Sent: Thursday, June 10,20109:43AMます。

40 Laos Laos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では次年度でも協力いたしま

す （ 名分。 1
の航空料と光州滞在）

Kanazawa Hyakumangoku
碧い大気

青い海 蒼い大地
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クラブ例会予定
年度22010-2011

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」

レイ・クリンギンスミスＲＩ会長

Wind ofchange
（変化の風）
という言葉は、
私が 年代1960
初頭にロータ
リーの奨学生
として南アフ
リカにいたこ
ろの、新しく
て意義深い言い回しです。私のホス
トシティーであるケープタウンで最
初に広まったこの言葉を、私たちの
組織の変化に関して影響を与える社
会の変化を考えるときに、ロータリ
ーに適用できるということは思いが
けないことです
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点鐘
国歌「君が代」
ロータリーソング
『それでこそロータリー』
四つのテスト

今晩は皆さん藤間勘菊会長挨拶：
１年間よろしく御願い致します。

なし 金沢香林坊ＲＣ 村上啓太様、小幡謙二様ゲスト紹介 ビジターの紹介
８日 村田会員 １８日 上杉会員 ２０日若狭会員 ２１日 金 会員お誕生日の紹介

２８日 北山会員
《 食 事 》
7/15 8/2 8/19幹事・委員会報告 宮永満祐美幹事： はお休み ガバナー補佐訪問と協議会、 、

ガバナー公式訪問です。退会は比良直寛さんと前田宏智さんです。

¥34,000- ¥34,000- ¥3,356,685-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
一年間前会長、幹事役員の皆様有難うございます。今年度もどうぞよろしくお願い致藤間会長

します。宮永幹事 一年間よろしくお願い致します。自分のできることは精一杯させて頂きます。

新しい年度ですね。藤間勘菊会長はじめとして又頑張って楽しくやりましょう！石丸会員

藤間新会長、宮永新幹事今年一年間宜しくお願いします。 藤間会長、岩倉会員 木場会員

宮永幹事の新年度を祝して。 金 会員 齋木さん、一年間宜しく。みんなで頑張りましょう。

一年間、素敵な勘菊ワールドに期待しています。 先週も、招龍亭にお越木村会員 魏会員

し頂き有難うございました。新年度会長藤間様、幹事宮永様、一年間よろしくお願いします。

藤間新年度会長御苦労様です！ 今、東京でガバナーエレクトセミナーを受申会員 炭谷会員

東海林会員 竹けています。藤間丸の出航を祝います。 藤間会長、宜しくお願い致します。

藤間会長・宮永幹事、年度の前途を祝して 藤間会長・宮永幹事、一年間宜田会員 西村会員

水野会員 村田しくお願い致します。 藤間新会長、宮永幹事一年よろしくお願いします。

勘菊会長・宮永幹事をはじめ役員・理事の皆様これから一年間宜しくお願い致します。会員

藤間勘菊会長・宮永幹事一年間宜しくお願いします。 藤間会吉田光穂会員 二木会員

長・宮永幹事、各役員の皆々様一年間よろしくお願いします。

藤間 勘菊 会長講話の時間 『 新年度 所信表明 』

クラブ目標：思いやりの心を持ち現在の幸せを感謝し世界の平和を祈りましょう

今年度、国際ロータリー レイ・クリンギンスミス会長のテーマは「地域を育み大陸
をつなぐ」－ 身近な地域（ローカル）と地球全体（グローバル）を両方一つにまと
めよう」と言われています。

地区の崎山武夫ガバナーのテーマは「入りて学び出でて奉仕を」－ ロータリ2610
ーで学び、外に出て奉仕をということではないでしょうか。

今年の私達のクラブ運営方針は、
「思いやりの心を持ち現在の幸せを感謝し世界の平和を祈りましょう」といたします。

現在、民族間の紛争がいつもどこかで起きており、世界の平和を脅かしています。
私達は世界の平和を願い、国際奉仕として、今何をすればよいのでしょうか！まずは、
国際奉仕の方針から、述べます。

私達はモンゴル（文具や衣類を支援する）への奉仕から始まり、ネパールへの奉仕（識
字率向上 、現在ラオス（ＩＴ教育）への奉仕を続けています。ロータリーのマッチンググランドを利用し数々の）
奉仕を行ってまいりました。そして、今年はラオスＩＴセンタープロジェクトの継続事業３年目として、軌道に乗
せたいと思います。今後は無理せず支援していく道筋を作っていくことを目指し、活動いたします。また、 年2008
度から始めたロータリー財団の“毎年あなたも年間１人１００＄を “ポリオプラス”を今年度も継続して行きま”
す。

さて、国内に目を向けますと、街には、職を失った人達が安定した生活を求めて溢れています。

私達は職業奉仕として、また社会奉仕として今、何をしたら良いのでしょうか！課題は多いのですが、まずは、私
、 。達一人ひとりが自分の職業に誇りを持ち 感謝の気持ちと思いやりの心をもって日々過ごすことだと考えています

回566
（木）2010 7.1

Fホエル日航５
21/35 60.00%出席率

5 68.05 %月修正出席率
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そのためにも、クラブが楽しいことが大切であると思います 「楽しくなければロータリーではない」と言われ。
ていますが、その一言につきると思います。一人や二人の力だけでは楽しいクラブにはなりません。クラブの会員
の皆様と一緒に 「全員参加」していただけるような雰囲気をつくっていきたいと存じます。、

活動全体としては、無理することなく地に足が着いた活動を、我がクラブらしく心がけて行きたいと思います。
最後になりますが、私達ロータリークラブより炭谷亮一会員が今年度ガバナーエレクト、次

年度はガバナーとなります。クラブにとっても大変名誉なことであり、バックアップ体制を作
りました。ロータリーの友情によって最大のご協力をどうぞ宜しくお願い致します。
会員の皆様へのお願い： 例会・地区行事ご出席のときにはロータリーマークを付けて頂く

ニコニコボックスへのご協力（目安 年間１人２万円）

会長さん頑張って下さい。金沂秀会員：
私の北國文化賞の式典での国歌斉唱がありましたが、いろいろ考えさせられました。会長：

これから月の初めには国旗に向かって国歌を斉唱する事にします。
今年度の百万石クラブはＰＥＴＳ、地区協議会そして次年度は炭谷ガバナー年石丸幹夫会員：

度で地区大会もあります。クラブの奉仕事業は地区の会長表彰のアンケートにこだわらず最小
しか出来ないでしょうが、地区という組織に全力投
球するのもロータリーの奉仕ですね。

やはり、クラブは楽しくしたいとお二木秀樹会員：
もいます。相川さんしっかり御願いします。応援し
ます。

会員の出席は出来るだけ多くして欲木場紀子会員：
しいです。

炭谷亮一ガバナーは指名されていや岩倉舟伊智会員：
いやなるのではありません。大分有名なクラブになり
ました。頭より体で炭谷亮一さんを応援して下さい。

ラオスには炭谷亮一先生と頑張ります。会長：
奉仕の心でより大胆に進んで下さい。村田祐一前会長：

事務的仕事も今大変です宮永満祐美幹事：
が 調整してがんばります。会長さんよろ
しく御願い致します。

ニコニコボックスをまた御願いいたします。年間平均会長：
一人１０回ぐらいしていただければと思います。

今月のロータリーの友の縦書きの８ページに 百申東奎会員： 「
がでています。万石クラブ」の記事

。女性会員のパワーのクラブですね
点鐘

金沢８ＲＣの例会変更のお知らせ
（水） 金沢ニューグランドホテル「納涼懇親会」 （水） 休会金沢ＲＣ 8.4 18:00 8.11

（月）休会 （月） ～ 金沢国際ホテル「夏の納涼例会」金沢東ＲＣ 8.16 8.23 18:30
（金） ～ 金沢都ホテル「納涼例会」 （金） 休会金沢西ＲＣ 7.30 18:00 8.13
（火） ～ 会場未定「納涼例会」 （火）休会金沢南ＲＣ 8:10 18:30 8.17
（木） ～ ホテル アローレ「納涼会」 （木）休会金沢北ＲＣ 8.5 19:00 8.12
（月） ～金沢エクセルホテル東急「 回記念例会」 （月）香林坊ＲＣ 7.26 18:30 1000 8.9

→ （土） 「川北花火例会」 （月）休会8.7 8.16
（火）白山比咩神社参拝例会 （火） ～「 クラウンプラみなとＲＣ 7.27 8.3 18:00 ANA

ザホテル金沢」納涼夜間 例会 （火） 休会8.10
（木） 休会 （木） 休会百万石ＲＣ 7.15 8.26

6 20 6 21 2カナダ モントリオール国際大会から 月 日 開会本会議 月 日 第
回本会議 月 日 第 回本会議 月 日 第 回本会議 月 日 閉会本会議6 22 3 6 23 4 6 23

今回の国際大会では、今年に入って していることが報告されまポリオの発祥が激減
した。しかし、ポリオ撲滅までは です。 月 日、太陽が沈み暗くなる時刻を油断は禁物 6 21
待って、旧市街にあるボンスクール・マーケットの壁に「 」(今こそポリオ撲滅のとき）といEn finir avec la POLIO
う、フランス語のメッセージが映し出されました。


