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８月のロータリーレートは １ドル＝８８円,
ラオスＩＴセンター訪問とふれあいの旅と交換学生来訪

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

（金）ビエンチャン 着 教育省、ＩＴセンター 訪問7/16 12:55
（土）ビエンチャン近郊観光 ブッダテーマパーク、ラーオ7/17

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 交7/18

換学生２名随行

12:197/19 7:00（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）炭谷宅にてホームステイ7/19 7/24

（火）～ （日）韓国南光州ＲＣ 交換学生来訪 .7.21 7.25

7.21 10:50小松空港着 （水）
①姜世映（カン セヨン）女子 才 （姜萬石会員）21
②②宋知炫（ソン ジヒョン）女子 才（宋俊榮会員）14
③趙允祥（チョウ ユンサン）男子 才（趙暎湜会員）16
④趙殷祥（チョウ インサン）男子 才 （趙暎湜会員）14

会員消息
日本の美再発見講座 芸どころいしかわ

杵屋喜澄、杵屋喜三以満「親子で受け継ぐ芸能」
杵屋喜三継 明治期に長唄を根付かせて初代六以満師
より数えて現在まで４代。親から子へこから孫へ、連綿と
金沢の長唄を見守り続ける家の芸について三代揃い踏みで
ご登場いただき、時代に伝えたいと思い受け継ぐ側の覚悟

月 日（水） 石川県立音楽堂邦楽を伺えます。 8 11 18:30
（ 杵屋喜三以満会員より）ホール

。日本の伝統を受け継ぐ杵屋会員の技を是非聞いて下さい
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クラブ例会予定
年度22010-2011

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」
）8/5 若松明夫様（石川第一分区Ｂガバナー補佐

～《 クラブ協議会 》20:10
田中義明様 （レストラン社長）8/12

“ガバナー公式訪問” 崎山武夫様8/19
※ ベルギー交換学生 例会出席

休 会8/26

お疲れ様でした。ラオス旅行から戻った会員
前Miss.SoutthidaAliyavongsa

後 と共に 金沢駅Miss. KhamsavanhOnsy 7/19
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点鐘
ロータリーソング
『それでこそロータリー』
四つのテスト

自分の国藤間勘菊会長挨拶：
の文化について何も答えられない人
がいます。石川県特に小松や金沢市

等いろんなところに住んでいてもそうです。金沢市では
加賀友禅、能、狂言、素囃子などや九谷焼、歌舞伎もあります。輪島には漆
があったり、後陣所太鼓があったりします。一つでも答えられる事は幸せな
ことだと思います。夏休みを利用したり学校教育の現場で伝統文化に力を注
いでいる行政としては数少ないのが石川県であると思います。この伝統文化
の沢山ある金沢の街を大切にして行きたいと思います。

先週の会長の金沢市文化賞（正）を 北國芸能賞（誤）と記載訂正おわび：
されました。訂正します。

なしビジターの紹介

通算８カ年 西村邦雄会員皆出席の顕彰

地区の 年度の役員委嘱状2610 2010~11

《 》食 事
幹事・委員会報告

¥8,000- ¥42,000- ¥3,364,685-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
皆様 お暑さいかがでしょうか。西村先生おめでとうございます。 ８ＲＣの幹事藤間会長 宮永幹事

会初会でした。他のクラブの奉仕活動を聞いて刺激を受けました。 蒸し暑い毎日ですが、元上杉会員

気で乗り切りたいと思います。 皆さん、元気に頑張りましょう。 藤間会長今年度金会員 杵屋会員

よろしくお願い致します。 があります。ご都合宜し8/11 の夜音楽堂にて親子三代のトークと演奏のイベント

い方に入場券を差し上げたく思いますのでおっしゃって下さい。 炭谷会員 先週東京でパストガバナー・

魏会員ガバナーエレクトの会合に出席しました。ロータリー財団のあり方は大分変化するようです。

皆さん、こんばんは。今年度プログラムを担当させて頂きます。是非楽しく皆さんにとってためになるよう

に卓話の先生をご推薦下さい。

幹事：宮永満祐美講話の時間 クラブフォーラム 「各委員会の活動予定」
① クラブ管理委員長 水野陽子 ② 奉仕プロジェクト委員長 吉田昭生 ③ 会員組
織委員長 金沂秀 ④ ロータリー財団委員長 木場紀子 ⑤ 広報委員長 多田利明
各委員会活動計画を発表した （クラブ要覧参照）。
年間行事予定 ・ ）開催日（ホスト百万石 ）ＰＥＴＳ （日）と地区協議会 （日3/13 4/15 RC

・ＩＭ 開催日 （日）2/20
ホスト白山 他RC

点鐘

回567
（木）2010 7.8

30Fホテル日航
21/35 60.00%出席率

73.61%６月の修正出席率

炭谷亮一会員
危機管理委員会委員長

岩倉舟伊智会員
後出博敏会員
財務委員会委員

野城勲会員
雑誌委員会委員

谷伊津子会員
社会奉仕部門環境保全
小委員会委員長
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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） → （土）香林坊ＲＣ 7.26 18:30 1000 8.9 8.7

「川北花火例会」 （月）休会8.16
（火）白山比咩神社参拝例会 （火） ～「 クラウンプラザホテル金沢」納涼夜間みなとＲＣ 7.27 8.3 18:00 ANA

例会 （火） 休会8.10
（木） 休会 （木） 休会百万石ＲＣ 7.15 8.26

今回のＲＩ規定審議会では 月 日から有効となるいくつかの決定が下されました。7 1
★数年間にわたり試験プロジェクトが行われてきた クラブは、国際ロータリーで恒久的に設けられることとなりE
ました は、 地区に つまで。「電子的な通信手段を通じて会合するロータリー・クラブ」と定義される クラブE 1 2
認められます。オンライン・フォーラムのみで例会を行う試験的 クラブがある一方、電子的手段と直接顔をあわE
せる例会とを組み合わせている クラブもあります。E
★クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕に加え、新世代奉仕が新たな奉仕部門となりました。プロジェクト

、 。を始める前に クラブとクラブ会員が各奉仕部門にどのように貢献できるかを幅広く考えるよう期待されています
＊北米のロータリアンは 「ザ・ロータリアン」誌の電子版と印刷版のいずれかを受け取るよう選択することが可、
能になります。同じ住所に住むロータリアンは合同で定期購読することができます。
以下は、主に地区に影響する変更です。
★地区協議会は、 月、 月、 月のいずれか、会長エレクト研修セミナーは 月、 月のいずれかに開催されなけ3 4 5 2 3
ればなりません。
★地区ガバナーの使命委員会委員長は、指名委員会の閉会後 時間以内に、選出した候補者を現ガバナーに通知24
し、ガバナーはこの通知を受けてから 時間以内にクラブに通知しなければなりません。72
★地区ガバナー・エレクトが国際協議会前の カ月以内に空席となった場合、その後継者に引き受ける意思があれ3
ば、その人物が自動的に空席の役職に就くこととなります。

過去 年以内に、 件以上の不服申し立てがあり、 細則あるい★地区の選出したガバナー・ノミニーについて、 5 2 RI
とし、元ガバナーは選挙への申し立て手順に違反するとみなすに十分な理由がある場合、理事会はノミニーを失格

をガバナーとして選出、さらに選挙手続きに不適切な影響を与えたり、妨害行為を行ったガバナー、ガバナー・エ
レクト、元ガバナーを各役職から除外することができます。 年間に 件以上の選挙不服申し立てが出た場合、理5 3
事会は当該地区を解散し、各クラブを近隣地区に割り当てることができます。
以下は、主にクラブに影響する変更です。
★性的指向に基づいてクラブが会員身分を制約することはできません。
★クラブは、クラブの名称または所在地域の改正案について、これを議する例会の少なくとも 日前にガバナー10
に通告しなければなりません。

直前クラブ会長は、クラブ役員ならびに理事会のメンバーとみなされます。★
★ 理事会は、ロータリー財団の資金を悪用した会員、またはロータリー財団の資金管理の方針に違反した会員RI
を保有しているクラブについて、その加盟を停止または終結させることができます。
★移籍ロータリアンおよび元ロータリアンを受け入れるクラブはまず、当該会員がかつて所属していたクラブから
その会員身分を証明する書類を入手しなければなりません。またかつての所属クラブは、当該会員からの未納金が
一切ないことを証明するよう義務づけられています。会員候補者は未納金をすべて納めるまで、新クラブに入会す
ることはできません。

地区から ガバナー・ノミニー候補者推薦を2610
「 」国際ロータリー第 地区ロータリークラブ 各位 年度ガバナー・ノミニー候補者推薦のお願い2610 2013-2014

書類を添付します。 手配くださいますようお願い致します。国際ロータリー第 地区 年度ガバナー2610 2010-2011
935-0013 10-1事務所事務局 河上 一文〒 富山県氷見市南大町

氷見商工会館 階3

クラブ理事会 ． 例会後2010 7.8
ラオスの高校生と韓国光州の青少年の受け入

れとスケジュールの打ち合わせなど


