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８月のロータリーレートは １ドル＝８８円,
（木）例会終了後2010-2011 年度クラブ協議会～若松明夫ガバナー補佐をお迎えして～ 2010.8.5

《 式 次 第 》議長：宮永満祐美幹事
、 、 、 、 、 、 、出席者：若松明夫ガバナー補佐 藤間会長 西村会長エレクト 北山副会長 宮永幹事 上杉副幹事 竹田会計

水野管理運営委員長、吉田奉仕プロジェクト委員長 金 会員組織副委員長、 木場ロータリー財団委員長、
多田広報委員長 若狭豊 新入会員 他 炭谷ガバナーエレクト、石丸、井口、岩倉、木村幸生、杵屋、谷、
野城、村田、
１．開会挨拶 藤間勘菊 会長
２．各委員会の今年度活動計画の発表

クラブ管理運営委員会 水野陽子 委員長 クラブ奉仕プロジェクト委員会 吉田昭生 委員長
会員組織副委員会 金 沂秀 委員長 ロータリー財団委員会 木場紀子 委員長
広報委員会 多田利明 委員長

３．質疑応答など
４．若松ガバナー補佐より総括

百万石Ｒ お馴染みの音楽家・ﾋﾟｱﾆｽﾄ マインハルト・プリンツ氏一家のコンサートC
ウイーンの有名なピアニストで 夫人の中田留美子さんと共にかって卓話

も御願いしたプリンツさん一家のコンサートです。今回は中田留美子さんの
歌やご子息のシモン君のバイオリンをいれてのコンサートです。 プリンツ
氏はウインフィルハモニーとはよく共演され、バイオリニストのシューベル
ト氏（ウイーンリンク ）の親友です。是非 ご来場下さい。そして打ち上RC

。げ会にも出席して下さい
（月） 金2010.9.13 18:30

沢市アートホールにて

日本の美再発見講座 芸どころいし会員消息
杵屋喜澄、杵屋喜三以満かわ「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を伺えます
（ 杵屋喜三以8 11 18:30月 日（水） 県立音楽堂邦楽ホール

満会員より） 全席自由 ￥ 。1,000 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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年度クラブ例会予定 22010-2011
木村幸生会員 「ラオス訪問と交換学生7/29
の受入報告会」

若松明夫石川第一分区Ｂガバナー補佐様8/5
～《 クラブ協議会 》20:10

田中義明様 （レストラン社長）8/12
「レストラン業界を考える」

“ガバナー公式訪問” 崎山武夫様8/19
「ＲＩテーマについて」

“親子ファミリー例会”於：テルメ金沢8/26

例会後プリンツご夫妻とともに2005.8.4
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点鐘
R-O-T-A-R-YSONG

四つのテスト
会長挨拶：藤間勘菊会長 皆さ
ん今晩は！暑い日が続いており
ますけれど、今日はちょっと風
がありまして今日一昨日よりも
随分過ごしやすい日でございま
した。先日は６カ国の皆様と本

当にビックリするようなビッグなほどの例会でございまして楽しゅうございました。 先日来、ラオスそれから韓
国の６名お子さんを受け入れてくださいましてホストファミリーのご家族それから皆さんに特に奥様方に大変厚く
御礼を申し上げます。きっと皆さん喜んでお帰りになったのではないかと思います。また後でラオスの話しもござ
いますけれどどうぞ又よろしく御願い致します。

なしビジター・ゲスト紹介
《 食 事 》

幹事報告・委員会報告
皆さん今晩は。先週は申し訳ございませんでした。すっかり元気になりました。宮永幹事

ご報告です。京都北東ＲＣの会長さんから暑中見舞いのおハガキをいただいております。も
一つはパイロットクラブから会長宛にまた今年度もよろしくとの事でした。また寄附金と美
術展の賞を持ってご協力をさせていただきたいと思います。
新年度に入りましたのでいろいろな分担金を本部に納めますが、その中で皆様に御願いした
い事はポリオプラスの募金については現在７月１日の会員数では 名ですので、本年度は一35
人当たり 円という事で 円を募金させていただいたことをご報告致します。2500 87500

皆さん今晩は。この間からいろいろご協力いただき有難うございました。今回ラオスと木村幸生国際奉仕委員長
国際奉仕としてベルギーの交換学生の受入が控え南光州同時に交換学生を受入しましたが、今度は実を云いますと

おります。私、仕事している暇がありません！８月１３日富山から入りまして、２人を当クて
ラブで引き受けます。 ーです。７泊で、途中 地区で能登日帰り井口さんがホストファミリ 2610
の行事があり、それ以外五日程お世話をしますが、私と井口さんでモデルプランを作っていま
ので皆様に 御願いしたい思います。南光州と同様に厚いおもてなしをしたいと思いまご協力を
すが、同じ人が何時も参加では淋しいですので、今度は独断と偏見で申し訳ございませんが、
一つの案ですが、いろんな事情で参加出来ない人は 円相当の募金を御願いしたく提案致し500
ます。 会員から 円との声もあり、 国際奉仕の予算も可成り今回1000
は厳しく、 程度で募金を募りたいと思います。 後ほどお一人１０００円

アンケートをお配りしますのでよろしく御願い致します。 拍手
本日の会報は既に金沢百万石 のホームページにでていますので、ま石丸幹夫会報委員長 RC

た見て下さい。
皆さん今晩は。親睦委員からご案内します。少し先ですけれど８月の最上杉輝子親睦委員長

後の は休会の予定でしたが“親子ファミリー例会”を さんの一階て木曜日（ ） テルメ金沢8/26
開催します。舞台もございますので、西澤和江先生のバイオリンを聴いて、会員からの歌を御

。 、 。願いして夏の思い出を作りたいと思います 是非第一回ですので この日を空けていて下さい
（４頁参照）

。ニコニコＢＯＸ ¥15,000- ¥79,000- ¥3,401,685-本年度累計 残高
先週は６カ国の皆様との例会で楽しかったです。宮永幹事、永原さんお元気になられて良かっ藤間会長

たです。 気管支炎になり肝心の時に欠席してご迷惑かけました。恋もしていないのに胸が痛宮永幹事

いのでおかしいと思って…すっかり治りました。 津波のように押し寄せた先週の国際奉仕の石丸会員

仕事、本当に良くやられました。有難うございます。 暑い毎日、元気で厳しい夏を乗り切り上杉会員

たいです。先日のラオス・韓国の学生のお世話お疲れ様でした。 齋木会長他皆々様先週は本当金会員

に御苦労様でした。子供達は大喜びでした。吉田光穂さん、村田さん奥様にお世話になりました。

ラオスは、良い国でした。そしてとても暑い国でした。 ＩＴセンターのラオ木村幸生会員 炭谷会員

スプロジェクトは完結しました。会員の皆様本当に本当にご苦労様でした。 しばらくお休み永原会員

をして皆様にはご迷惑をおかけしてすみませんでした。ラオスＩＴセンター報告、南光州報告有難うござ

います。 ラオス、南光州の子供達みんなとてもいい子でした。お世話された方お疲れ様でし井口会員

た。

木村幸生国際奉仕委員長講話の時間 クラブフォーラム ラオスＩＴセンターの報告“ ”
今日は上海万博のお話しのつもりでしたが、鉄は熱い中に…と言うことでラオスと南光州の件のお話をしま

回569
（木）2010 7.29

5Fホテル日航
21/35 60.00%出席率

73.61%６月の修正出席率
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。 、 、す 時間の関係で１部と２部にわけますが １部はスライドとラオスへ行ったメンバー５名でのお話をいただいて
２部は受け入れ行事での楽しいお話、 年ぶりに西瓜割りをしたことなどです。30
まずラオス訪問のスライドから、４日間の弾丸ラオ

スツアーです。まずバンコクの乗り継ぎで約６時間あ
りましたので、炭谷さんご推薦の仮眠ホテルにて休憩
しました。そして一路、ビエンチャンの空港に着きま
した。思ったよりも大きい空港でゴミもなく綺麗でし
た。着いてすぐラオス教育省に行きました。５階建て
のビルでした。ラオスの人は甘いものが大好きとのこ

とで、藤間勘菊会長から「きんつば」を差し上げました。それから炭谷
亮一会員よりこれまでの経緯や
将来の事についていろいろお話
がありました。炭谷亮一会員も８回目の訪問です。兎に角、行きました
ら、ワーとアットホームな雰囲気で歓待されました。岩倉舟伊智会員と
仲良しになった笑顔の素晴らしい事務局の方もいらっしゃいました。今
回はラオス教育省の特別の取り計らいで、普段絶対見れないと云うラオ
ビールの工場見学をしました。シェア ％のビ－ル工場です。 何故か99
この工場にはサッカーのポスターがやたらと貼られていて、ラオス人は
サッカーが大好きとのことでした。日本の選手もでていました。今回泊
まりましたラオスプラザホテルはデラックスホテルで中華、日本料理な
どのレストランもありま

した。
翌日、ＩＴセンターに行ったのですが、今回受入したＩＴセンター
長のお嬢さんのハノイさんそしてベンさんがいました。センターの
中には金沢百万石ロータリークラブと大きく書いてありました。丁
度夏休みでしたが、当日生徒を集めて下さり、岩倉舟伊智会員のｉ
－ｐａｄを見てインターネットをしたいと言っていました。クーラ

ーは電気料の関係で
使用してない様でし
た。 訪問の目的で
ある寄附金の贈呈式
をしました。

いよいよこのセン
ターを離れる時には
隣国タイにも行った
事がない娘さんを、
遠い日本へ送り出す
真剣な母親の眼差し
を見た時 「これは、
一生懸命やらねばな
らない」と思い学生
を預かって来ました。

学習センター（かCLC
っての菊池ガバナーの
時に建設されました）
の横、小中高一貫の学
校の道を挟んで反対側
にＩＴセンターは建設
されています。
あとメコン川の水上レ

ストランに行きました。可成りの水量でした。 料理はタイ料理と中
華料理をミックスした様な感じでした。

塩分のある地下水をくみ上げ特産の塩を作っていました。沢山買ってかえりました。
観光は世界遺産の素晴らしい建築や国立織物博物館、市場をみました。あとバンコクで８時間、アジア一のすばら
しいオリエンタルホテルのレストランへいきました。事件のあったビルは真っ黒焦げでした。

ビデオ閲覧：ラオスの子供にあなたの夢は何ですか？と質問しますと、 女性は医者が４人、男性２人、建築家２
人、政治家２人、弁護士や女性経営者の希望もあり、コンピューターをしっかりやりたいとのことでした。

点鐘
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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」香林坊ＲＣ 7.26 18:30 1000
（月）→ （土 「川北花火例会」 （月）休会8.9 8.7 8.16）
（火）白山比咩神社参拝例会みなとＲＣ 7.27
（火） ～「 クラウンプラザホテル金沢」納涼夜間例会 （火） 休会8.30 18:00 ANA 8.10
（木） 休会 （木） ～テルメ金沢「親子ふれあい例会」百万石ＲＣ 7.15 8.26 19:00

村田祐一「タバコの真実」その０
桑田佳祐が食道がんだと判りました。約１０年前まではヘビースモーカだったそうですが禁煙しました。それな

のに何故？一般的には禁煙するとがんの危険性は年々減少し、１０年も経つと危険性は半減します。間接喫煙が原
因ではないかと思います。たぶん、彼の仲間の多くの方がタバコを吸っていると思います。彼本人が吸わなくても
日常的に知らず知らずに間接喫煙していたのだと思います。知り合いに麻雀好きのＮ社長さんがいます。Ｎさんも
約１０年前に禁煙しましたが、人間ドッグで偶然肺がんが見つかりました。ご本人は禁煙したのに何故肺がんにな
ったのだと不満です。主治医は「Ｎさん麻雀好きですよね！」と看破しました。Ｎさんは週に何度か麻雀をし、そ
の際たっぷりと仲間のタバコの煙を吸わされていたそうです。タバコの危険度を計る指標に「プリックマン指数」
があります。１日のタバコの本数ｘタバコを吸った年数で表されます。１日２０本、１０年間吸った人は２０ｘ１
０＝２００となります。このプリックマン指数が高いほど危険度が増します。４００以上で肺がんの危険、６００
以上だと高度危険、１２００以上は喉頭がんが極めて危険になります。プリックマン指数が２００以上の方は保険
診療がうけられます。皆さん間接喫煙にも気を付けましょう！！
長期計画委員会ではタバコ問題を取り上げています。これから様々なタバコの話題を取り上げていきますので参考
にして頂けると幸いです。

「世界で活躍する日本人 栗城史多氏」SP
金沢百万石ロータリークラブが応援するお馴染みの登山家

（月）金沢テレビ より 「世界で活躍する日本人 栗城史多」エベレスト単独無酸素登山8/2 21:00 SP

ホストファミリー 井口千夏会員2010 年ベルギー短期交換留学生受入のご案内とお願い
才（女）受入学生 Ann-Sophie De ROO 23アン＝ソフィードゥロー

リースベト ハスペスラグ 才（女）Liesbeth HASPESLAGH 22
《スケジュール》

（金）富山より金沢着 金沢箔工芸体験（地区） （土）兼六園など市内観光 （日）福井方面8/13 8/14 8/15
（月）フリータイム 夕方地引き網体験 （火）日舞体験（藤間宅）如来寺石仏見学など 夕食歓迎パー8/16 8/17

ティー 於：ダージャにて （水）能登方面日帰りツアー、夕食「フラワーガーデン」にて（地区）8/18
（木）フリータイム（買い物）市長表敬訪問（地区）夕食さよならパーティー「スカイホテル （地区）8/19 」
（金）広島・関西→ベルギーへ8/20

♪ チビッ子も大人もみんな集まれ ♪ 親睦委員長 上杉 輝子親子ファミリー 例会のご案内
日 時 ８月２６日（木） １９：００ 点鐘 （～２１：３０頃）
場 所 テルメ金沢 １Ｆ 「イルズ」
会 費 会員 円(クラブより一部負担) 御同伴者（中学生以上） 円4,000 6,000
子供（小学生以下） 円 ※会費には、お風呂入浴料金も含みます。宴会前後の入浴も可能！3,000
※飲み代は別途、親睦委員会が負担します
内 容 ♪西澤和江様（バイオリニスト）の素敵な演奏 ♯会員による楽しい歌・ゲーム

8 19 262-2241 E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp〆 切 月 日（木） ＦＡＸ


