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８月１９日は ガバナー訪問例会です。１００％出席で！

例会前若松明夫ガバナー補佐と会長幹事会 8/4（木） ～若松明夫ガバナー補佐をお迎えして～

ガバナー補佐に
お会いして百万
石クラブで気が
付かなかった事
もいろいろあり
大変有意義なお
話をいただきま
した。
藤間勘菊会長

（木）例会終了後2010-2011 年度クラブ協議会 2010.8.5
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、村田直前会長、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（欠）
他 炭谷ガバナーエレクト、石丸、岩倉、木村幸生、杵屋、谷、野城、
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

詳細は次号
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年度クラブ例会予定 22010-2011
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
「金沢のレストラン業界を考える」
ベルギー交換学生歓迎夕食会ダージャ8/18

“ガバナー公式訪問” 崎山武夫様8/19
8/26 1F親子ファミリー例会 テルメ金沢
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点鐘
国歌「君が代」ﾛｰﾀﾘｰ 「それでこそロータリー」SONG
四つのテスト

、 、会長挨拶：今晩は 今日は若松様をお迎え致しまして
ちょっと先にお話をさせていただきました。いいお話
を聞かせていただきましたが、後ほど皆様もご一緒に
お聞き出来れば良いかと思っています。明日は世界で
始めて日本に原爆を落とされた日でございまして、１
日早いですけれども、少しお話させていただきます。

来日中の潘基文（バンキムン）国連事務総長さんが（始めて事務総長さんがいらっしゃいまし
）「 」た このような兵器が二度と使われないようにする唯一の道はすべての核兵器を廃絶する事

とおっしゃっていました。私は核兵器がない世界を望んでいます。 年前、母が 月に広島65 12
45駅に降りましたところ焼け野原で本当に悲惨な状態であったことを話してくれました その。

年後主人の転勤で広島へ参りましたとき駅に降りたとき本当に脚がふるえてました。 この地
面のところに多くの命を吸い付けられたように皆さんが亡くなられた事を思うと広島の街は歩
けない様な気がしました。２～３日前ですが佐々木禎子さんの折り鶴の話をＴＶでしていまし
たけれども、紙芝居を見ていた米国の方が核兵器を落とした唯一の国アメリカが恥ずかしいと
言われました。原爆の恐ろしさは決して消えない物だと思います。どうか核兵器の使われない
平和な世界でありたいと思います。

なしゲスト紹介
井口千夏会員 西村邦雄会員今月の誕生者お祝い： 8/3 8/25

《 食 事 》
幹事報告・委員会報告

ラオス・韓国（南光州 ）青少年受入スライドショー木村幸生国際奉仕委員長 RC
先ず南光州 からの交換少年の趙允祥( ) チョウ・ユRC Cho Yunsang

ンサン君 趙殷祥( ) チョウ・ウンサン君からのお礼文Cho Eunsang
があります （次ページ参照）。
先週の続きですが、ラオスの小中高一貫校のすぐ裏にありました農

業用地をちょっと見てまいりました。野々市 の中村さんが掘られRC
た井戸があります。
金沢では２日目成尊閣、兼六園、金沢城そ、県庁の国際
室や石川県の観光課へ行きました。その日はラオスより
暑く、めまいでフラーとなりました。北國新聞社では新
聞が出来上がるまでを見せてもらい、そこで木村陽子会

員（杵屋喜三以満さん）に会いました。その後金沢市長に表敬しました。
３日目、金沢技術科学専門学校へ訪問しＩＴの先端をみせてまらい特に地

図検索は大変熱心にみていまし
た。午後から南光州の子供達と
合流し、ヤマダ電気に行き、非
常に興味持ってまわりました。
そして藤間勘菊さんのお宅で

日本舞踊と着付け体験し、藤間勘菊さんから全員に扇子をプレゼントさ
れました。お孫さんの「あやのちゃん」が一
緒に踊ってくれました。夕方、如来寺にお参
りし 鐘撞きや の石仏を見学 夕食は ダ、 、 「800
ージャ」というレストランで誕生パーティー

を兼ねて懇親会をしました。５日目はショッピングで１００円ショップやドンキホー
テをまわりました。砂時計などを買っていました。午後からの地
引網は海がしけていて中止し、西瓜割り大会にしましたが、大変
盛り上がりました。最後に民宿で刺身がいっぱい出ましたがラオ
スの二人は食べませんでした。
４日目にお願いした金沂秀会員の立山観光は子供達も始めての雪
で一生の思い出になったと思います。
そして最後のお別れの金沢駅ではもう涙、涙でした。
次はベルーギーがきます。お世話など出来ない方は」協力金 円御願いします。1000

20 10 21 10宮永満祐美 幹事 若松ガバナー補佐をお迎えして、 例会終了後 時 分から 時
までクラブ協議会を致します。 薬物をダメ絶対国連支援募金の御願いを 地区でとりまとめるとの事でテー2610
ブル回しますのでよろしく御願いします。

回570
（木）2010 8.4

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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朴英子様翻訳（金沂秀夫人）韓国交換学生 お礼の文章

韓国から来た私たち兄弟を、本当の家族のように接してくださり、また気を遣っていただき感謝し
ます。意思の疎通が難しいにもかかわらず一所懸命なその姿に感動しました。私たちのために、ご
夫妻が不便を感じたならば心よりお詫び申し上げます。私はここに来て沢山の事を見てそして感じ
ました。このような貴重な経験の場をくださった村田ご夫妻、金ギス氏、そしてロータリーの皆様
に感謝申し上げます。
今回の旅行は永遠に私の記憶に残るでしょう。貴重な記憶を、お土産に大切に持ち帰ります。皆様
のご活躍と、ご健勝を心から祈念いたします。
追伸 便箋を買うところ、うっかりしてしまいこの紙に書きました。失礼しました。

年 月 日 趙 (兄 歳）2010 7 24 yunsang 16
村田ご夫妻へ

もうお別れの時間ですね。日本へ来る前は、意思の疎通をはじめ、いろいろなことを考え、どのよ
うに過ごそうかとても心配していましたが、このように時間が早く流れるとは想像ができませんで
した。あまりにも良くして頂き、日本に来て良い思い出ができました。そして会話の折には、コン
ピューターを使い通訳してくださったリ、お腹をすかしていないか、何か困ったことが無いか等、
ことある度、そばで親切に面倒を見てくださりありがとうございました。日本の文化に触れ、日本
人の家で過ごすことで日本の習慣が少し判るようになりました。また機会がありましたら笑顔で再
会したいです。村田ご夫妻への感謝の気持ちをお伝えします。この度の日本への旅行は、本当に良

い記憶と貴重な体験としてずっと心に残るでしょう。本当にありがとうございました。ゆっくり過ごさせていただ
き、感謝の気持ちを胸に刻み帰ります。 年 月 日 趙 （弟 歳）2010 7 24 eunsang 14

¥30,000- ¥109,000- ¥3,431,685-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
若松ガバナー補佐 藤間会長 宮永ガバナー訪問に寄せて。 ガバナー補佐若松様をお迎え致しまして。

若松ガバナー補佐用こそ百万石にお越し下さいました。 若松明夫（としお）ガバナー補幹事 石丸会員

佐をお迎えして。又よろしくお願いします。 若松ガバナー補佐御苦労様です。本日は宜しくお岩倉会員

願いします。 若松さん！！お暑い中御苦労様です。 若松ガバナー補佐様、ようこ大沼会員 木場会員

そ百万石へ。御指導よろしくお願い致します。 金会員 若松ガバナー補佐、本日は御指導宜しくお願いし

ます。 明日８月６日中村小学校で子供達の平和の集会で、平和の歌を３曲歌います。平和の尊北山会員

さと心にかみしてて歌いたいと思っています。 若松ガバナー補佐をお迎えして、本日はよろし杵屋会員

くお願い致します。百万石ＲＣは小さいクラブですが、たのしく行動的なクラブです。御指導よろしくお願

い致します。 若松ガバナー補佐、本日はよろしくお願いします。 炭谷会員 若松ガバナー補佐木村会員

をお迎えして。 東海林会員 ガバナー補佐若松様、ようこそお越し下さいました。よろしくお願い致します。 若多田会員

松ガバナー補佐ようこそ。今年一年よろしくお願いします。土田会員 暑中お見舞い申しあげます。 若松ガバナー水野会員

補佐をお迎えして。ようこそおいで下さいました。 猛暑、酷暑、お見舞いします。二木会員

としお 石川第一分区 ガバナー補佐－－－講話の時間－－－ 若松明夫（ ） B
プロフィルご紹介：職業分類 倉庫業 若松梱包運輸株式会社代表取締役社長

ロータリー歴 年に金沢西 入会 年に金沢みなと のチャーターメンバー 年幹事 年会長 年若1988 RC 1993 RC 1995 2000 1989
松梱包運輸株式会社として米山功労法人 米山功労者 現在地区職業奉仕副委員長1995.11 1996.2 PHF 2009.11 MPHF
職業体験小委員会の委員長でいらっしゃいます （紹介者 宮永満祐美幹事）。

今晩は 私は今日は百万石クラブ訪問はＡＰＡホテルの時以来で２回目です。この点鐘は
立派ですね。明夫と書いてトシオと呼びます。このクラブは皆さん熱心でお忙しいですね。
会長、幹事さんのお話で、金沢のクラブでもこれだけ活動しているのはあまりないのではと
思うくらいで感心いたしました。私は地区の方にもずっとで出ていましたが、ロータリーボ
ランティアとかありましたが何にもしない委員会で無駄な時間を何日も過ごしロータリーが
いやになり、例会にも出なくなりましたが、ここ５年間くらいで職業奉仕を始めてから積極
的に出るようになりました。例会に欠席している間にＥ－クラブでネット上で参加をしてロ
ータリーとの首の皮を繋いでいるような状態が何年もあり、近年は又クラブに出るようにな
り、出ればやはり楽しいのですが、一旦途絶えると出づらくなります。このクラブのように
一人に役が沢山あって忙しいと休む訳にいかず積極的になるのかな と思っています。クラ

ブ要覧を開いた時に何でモンゴルの国旗がのっているのかなと思いましたが読んでいる中に何となく理解出来まし
た。なかなかユニークです。外からクラブを見ているとちょっとわからないのですが、熱心にやられるにはそれだ
けの理由があるようです。皆様方国際的にいろいろ奉仕されていますが、国内の方にもちょっとだけ目を向けてい
ただければ非常に嬉しいかなと思います。本日はそこで職業奉仕のお話を致します。

今期変わりました点をご説明致します。今年からＥクラブというのが認められ、１地区で２ツのクラブが認めれ
ています。私はメイキャップしています。非常に有り難いと感じています。日本の人は嫌っているようですが、そ
んなに悪い物ではなくて、結構やり始めると楽しい物です。又御参加下さい。
あと４大奉仕に青少年が入り、５大奉仕になりました。クラブ会員は性的に制限したりしないこと、直前会長はク
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ラブ役員と見なされます。移籍ロータリアンはきちっと前クラブに於いて会費を納めていたことが条件です。その
証明がないとクラブに再度入れない事になっています。危ないのは６月末日に退会するつもりでいたのに、退会届
が、７月１日にとどけますと前年度会費が未納になることがあります。そうしますと再度ロータリアンにはなれま

月 日、 日は新湊 ホストの地区大会がせん。 このチェックが大切です。前クラブの確認が必要です。10 30 31 RC
2 20あります 皆さんに参加のお願いをしてくるようガバナーから云われています。 。ＩＭは開催が決まりまして 月、

日です。白山 のホストです。例会を変更していただき、みんなで例会をその日にやる事にしました。例会費はRC
そっくり の費用にします。地区の石川第一分区で安い例会費は河北 の 円ですのでそれに合わせます。IM RC 2000
従来の１クラブ 万円の負担は止めます。4

職業奉仕 日本の将来のために少年の教育を
それから職業奉仕のお話を致します。皆様には日本の方にも目を向けていただいて、教育としてはＯＥＣＤ加盟国
の中で比率は最低です。あまり教育にはお金をかけていません。石川県でも大変お金には苦労していまして、職場
体験の予算は今までも 万円くらいつていまして、その中でパンフレット作ったりＰＲしていましたが、今では400
半分以下に減らされているようです。私達は富山とも一緒にやっていますが、富山ではしっかり予算が付いていま
して、年間２千数百万円ついています。神戸が一番先進地で、億の予算です。学校１クラスには３０万円くらいの
予算が付いています。震災後、ずーと継続しています。
最近の中学生にはフリーター志向が結構います。アンケートの中でも９０％がフリーターを知っています。１６％
がフリーターがまわりにいるそうです 「フリーターに興味関心がありますか？」と質問しますと１７％がある、。
少しあると言うことです。３１％がどっちともいえないです。フリーターが感覚的に違和感がなくなっています。
将来つきたい職業の問いには ある３８％、少しある４１％、どちらともいえないとか全くないが２１％でした。
あなたは将来フリーターになっても良いと言うのが時々あるを含めて１４％も中学２年生にありました。 何故で
すかと質問しますと「かっこが良い」と云うことでした。 好きな時に働くというイメージですね 「ちゃんとし。
た職業に就かない事は悪い事ではない 「将来に夢がない」中学生ですね。悲しく淋しい事です。ワーキングプー」
ア、働く貧困層ですね、秋田県で農業していても税金を払えない人が多くて、免税の修正のためにテント張ってそ
う言う人に対処しています。農業やってもだめで商店街ははシャッター通りになっていますし、日雇いなんかで平
均年所得が ～ 万円で貧しいですね。最近の日経に出ていましたが所得を年 万円割りますと子供達に230 240 1000
まで影響が及びます。 万円を割りますと大学は出せないとか、親の所得をそのまま子供に背負わせる様な事に400
なって来ている様です。１日も早く税金を投入してその人達を救ってあげないと大変な世界にのめり込んでいく様
な気がしますので、ロータリークラブも考えた方がいいのではないかと思います。

石川県と富山県の職場体験には温度差が随分ありまして、富山県は積極的です。石川県民は無関心が多いようで
す。この様な子供が社会に行こうしていくところに課題があるものと思います。今の子供の特徴は日本、中国、韓
国、米国の調査では日本の子供は偉くなりたくないのが高校生のアンケート結果でした。将来の職業を聞くと栄養
士、販売です。アメリカは医者とか経営者に、中国は会社や企業の経営者や管理職に絶対なるんだという意気込み
が感じられます。韓国もそうです。日本の学校ではクラス委員になる子がいないのです。これも親がＰＴＡ役員と
かに積極的に出てらっしゃる方がいません。ジャンケンして負けた人がなっています。淋しいですね。出席された
お父さんは可成り積極的です。 暮らしていけれるだけの収入があればノンビリ過ごしたいというのが日本人の
４３％もいますが、アメリカは１３％、中国１７％、韓国２１％です。今考えを変えれそうななのは小中生だと思

。 。 。います 中学校で必死にやっていると云うのですがなかなかうまくいきません 先生がそんな風に育っていません
私の会社に年間２００人くらい学生が来ます。最近なかなかいい事いうようになって来ました 「僕の将来の仕事。
のためにすごく役立ちました 」としっかりした挨拶を何人もするようになるのです。－－－－－－。

金沢８ＲＣの例会変更のお知らせ
（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

「川北花火例会」 （月）休会香林坊ＲＣ 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 8.30 18:00 ANA
（木） 休会百万石ＲＣ 7.15

♪ チビッ子も大人もみんな集まれ ♪親 子 フ ァ ミ リ ー 例 会
素敵なバイオリンの音色で身も心もリフレッシュしませんか！ どうぞ、ご家族・お子さん・お孫さんなどお誘

い合わせご参加下さい。 親睦委員長 上杉 輝子
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 子供（小学生以下） 円4,000 6,000 3,000

※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！※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
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炭谷亮一ガバナーエレクト事務所開設
（水）夕方 岩倉舟伊智会員の事務所の部屋をお借りする2010 8/4

事になり、事務局の有田さんを迎えていよいよスタートです。宮永満祐
美幹事さんら花束を持ってお祝いしました。

4-1-27 TEL255-2007 FAX255-2008北安江 岩倉舟伊智設計事務所内
sumiya11-12@rotary2610.jp

百万石 お馴染みの音楽家・ﾋﾟｱﾆｽﾄ マインハルト・プリRC
ウイーンの有名なピアニストでンツ氏一家のコンサート

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プイ
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 来て下さい。そして打ち上げ会RC
にも出席して下さい。 （月） 金沢市アートホールにて2010.9.13 18:30

－－－－－－－－－－－－－
会 員 消 息

杵屋喜澄、杵屋喜三以満 杵屋喜三★日本の美再発見講座 芸どころいしかわ「親子で受け継ぐ芸能」
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

1,000ます。 （ 杵屋喜三以満会員より） 全席自由 ￥8 11 18:30月 日（水） 県立音楽堂邦楽ホール
。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

戦争、平和、そして命の尊さを★北山吉明会員から
月 日に金沢市立中村町小学校で「命の絆」8 6

集会が開かれました。 年前の広島原爆投下の日65
に、子供たちに、戦争、平和、そして命の尊さを
考えてもらうためです。広島、長崎の原爆写真の
紹介の後に、北山吉明会員が平和と命の歌を歌い
ました。戦争のむごさと命の大切さのトークを交
、「 」、「 」「 」え 折り鶴 さとうきび畑 千の風になって

の 曲を唄いました。暑い体育館の中で、子供た3
ちは大変熱心に聴き入っていました。とても意味
深い集会でした。

ジャズコンサートご案内
（土）ロイヤル・パレス・スタヂオ9/11
（日）もっきりや9/12

開演 上山高史 北山吉明 ピアノ 田村 博7:00PM

－－－－－ロータリアン 随 感－－－－－

炭谷亮一第１回 ガバナーエレクトからの手紙

「自助論」 Ｓ．スマイルズ について

「天は自ら助くる者は助く 。 この言葉から始まる本書は、世界十数カ国で翻訳され明治期」
の日本でも、福沢諭吉著「学問のススメ」とともに広く読まれたベストセラーである。現在
でも世界的ベスト・ロングセラーである。
「自分で自分を助けようとする精神こそ、その人間をいつまでも励まし元気づける」自らの
運命を切り開くのは自分以外にない、という考えが本書を貫いており、自分の意志で行動す
る独立不羈の姿勢が、欧米の有名な３００以上のエピソードとともに語られている。

第２のモチーフは、成功に必要なのは実は、才能ではなく勤勉であると説いている 「人間。

例会後プリンツご夫妻とともに2005.8.4
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の優劣は、その人がどれだけ精一杯努力してきたかで決まる 「諸君が天性の才能に恵まれているなら、勤勉がそ」
れをさらに高めるだろう。もし恵まれていないとしても、勤勉がそれに取って代わるだろう」

第３のモチーフは、優れた仕事を成し遂げるには、自尊心がなければならない「自尊心とは、人間が身にまとう
最も貴い衣装であり、何ものにもまして精神をふるい立たせる。ただし、自尊心を持ち自信を持つことは自信過剰
を意味せず、謙虚さを常に持ちながらの自信でなくてはならないと、そして「真の謙虚さ」とは自分の長所を正当
に評価することであり、長所をすべて否定することとは違うと述べている。本書は１９世紀の半ばの当時のイギリ
ス人と明治初期の日本人を鼓舞し、独立独歩の国家を造り上げることに寄与した。

約３０年前に一度読んだことがあり、今回もう一度読み直しても、実に新鮮でその熱いメッセージは、若者だけ
でなく、私のように熱く青春の火を絶やさない世界中の多くの人に、今でも読み継がれている （ちょっと自分を。
ほめすぎか？）

サミュエル・スマイルズ（イギリスの著述家） 訳：竹内 均

前会長 村田祐一「タバコの真実」

「タバコの真実」その１
炭谷ガバナー就任まで１年を切りました。
ロータリーからも「間接喫煙」の害をなくするために角谷ガバナーと共に働き掛けたいと思い
ます。それで、百万石ＲＣの会員の皆様にも判っているようで知らない「タバコの真実」につ
いてお話していこうと思います。

「吹きかける煙で子供の胸が病む！」
私の職業は小児科医です。時には、外来にタバコくさい臭いをした付添の方が見えられます。

患者さんの子供は気管支喘息です。アメリカの統計では喘息の小児にいかなる治療をしても両親がタバコを吸って
いると改善率は低く２７％にすぎない。しかし、両親が禁煙すると改善率は９０％になると報告されています。無
意識の虐待行為です 「無知の罪」です。時にはタバコの不始末で赤ちゃんがタバコを誤って食べたと走り込まれ。

。 。「 、 」ます 自身のタバコを始末できない方にタバコを吸う資格はありません 子供には目の高さなの そのタバコ！
歩きたばこで火傷をさせられた子供も来ます。小児科医の仕事の１つは物言えぬ子どもに代わって大人に発言する
ことです。体がいくつあっても足りませんが、これからもめげずに発言していこうと思いますので、皆様応援お願
いいたします。

「タバコの真実」その２
「止めてやるこれ吸ってから止めてやる！」
喫煙者でこれまでに「タバコを止めたい」と思ったことがある人は６０％以上になるそうです。しかし、一度ニコ
チンの虜になると麻薬作用でなかなか止められません。そのような依存症を相手にどのような忠告も「のれんに腕
押し」です。下手に本人の健康を気遣って忠告しても逆恨みされかねません。さて、隣で迷惑喫煙をされた時にど
のように断れるでしょうか？相手が上司、部下について調査したものがあります。断れないとしたものが上司相手
では４１％、一方、部下では６％となっています 「スモーク ハラスメント」が成り立っています。ガバナーと。
いえども重鎮にモノ言える方は少ないのではと思います？しかし、ロータリアンは基本的には平等です。まして他
人の迷惑を顧みない方を重鎮として尊敬できないと思います。私の話で「飯がまずくなった」重鎮の方は今一度お
考えくださるようにお願いいたします。重鎮のお一人の さん、前ガバナー補佐はヘビースモーカーですが、会合I

、「 、 」 。でお会いしても お前さんのおかげで会場内では吸えないな 外行って吸ってくるよ と配慮して頂いています
尊敬できるロータリアンの鏡と思っています。この事を理解して頂けた前ガバナーの中川氏は地区協議会の壇上か
ら「ロータリーのあらゆる会合から間接喫煙の害をなくすよう」呼び掛けていただけました。仲間の健康を気遣え
ないロータリアンには未来は無いと思います。
禁煙は愛！
禁煙とチャイルドシートは親の義務
タバコ止め財布は重く身は軽く 村田祐一

卓話『30分でわかる幾多郎講座 （全6回）のご案内』
講 師 大熊 玄（おおくま げん）氏
第 回 平成 年 月 日（水） 第 回 平成 年 月 日（水）1 22 9 15 2 22 11 17
第 回 平成 年 月 日（水） 第 回 平成 年 月 日（水）3 23 1 19 4 23 3 9
第 回 平成 年 月 日（水） 第 回 平成 年 月 日（水）5 23 4 20 6 23 6 1

、 、 、 、なお 当クラブ例会終了後 お時間をおつくりいただける方々には 西田哲学館にお寄り頂き
館内を無料にてご案内いたします。なにとぞ多くのご参加のほど宜しくお願い申し上げます。

年千葉に生まれ、新潟に育つ。立命館大学（東洋史学専攻）卒業、金沢大学大学院修士課程1972
1999（ ） 、 。 、 。哲学専攻 修了 同大学院博士課程後期満期退学 専門はインド哲学・仏教学 西田哲学
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（ ） 、 。年から約 年半のインド留学 プネー大学院大学 より帰国後 石川県西田幾多郎記念哲学館の開館準備に携わる1
現在、同館専門員（学芸員 。）

河北ロータリークラブ 会 長 表 守活

年ベルギー短期交換留学生受入のご案内とお願い2010

ホストファミリー 井口千夏会員
アン＝ソフィードゥロー （女）受入学生 Ann-Sophie De ROO 23 才

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）8/13
（土）兼六園など市内観光 （日）福井方面8/14 8/15
（月）フリータイム 夕方地引き網体験8/16
（火）日舞体験（藤間宅）如来寺石仏見学など 夕食歓迎パーティー 於：ダージャにて8/17
（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

ベルギー短期交換学生の歓迎会のご案内
２名のベルギー短期交換学生を迎えますが、学生達は、１９日の例会に出席できないため、歓迎会を別に下記の通
り設けたいと思います。 楽しいゲームと景品もご用意致しますので、万障繰り合わせご参加いただきますようお
願い致します。

日 時 ８月 日（火） ～ 如来寺山門前 「ダージャ」 会 費 円17 18:45 3,000
〆 切 １２日（木）

※ 当日の景品にベルギーの学生が喜びそうな「和」の小物でもお持ちでしたら一品ご協力願います！

PeterSchmidtke田中作次氏、 年度 会長に2012-13 RI 記事：
国際ロータリー・ニュース： 年 月 日2010 8 10

2012-13埼玉県 八潮 やしお ロータリー・クラブ会員の田中作次氏が 指名委員会により、 （ ） 、
年度の国際ロータリー会長に選出されました。対抗候補者がいない場合、同氏は 月 日10 1
に会長ノミニーとなります。
ロータリーが「地域を発展させる原動力として、活気のある活動を続けていく」姿を見届け
ていきたい、と田中氏は述べます。
そのような活動を展開していくためにも、積極的で、活動に夢中になれるクラブをロータリ
ーは必要とすると同氏は付け加えます 「活気をもって、行動をとって変化に対応できる強。
力なクラブづくりを支援する、修正された 長期計画があることは幸いです」RI

田中氏が代表取締役を 年間務めた日用雑貨卸売業の株式会社タナカは、 年に株式公開した後、同業種の卸32 1995
売販売業者と合併しました。現在、八潮商工会議所の副会頭である同氏は、飼料やペットフードの卸売業者である
株式会社あらたの相談役を務めています。また、ビジネス経営を専門に学び、全国家庭紙同業会連合会の会長任務
を 年間務められました。8
ロータリー財団管理委員として、田中氏は 年バーミンガム国際大会委員会の委員長を務められました。ロー2009
タリーに関するその他の任務として、 理事、ロータリー財団地域コーディネーター、地区ガバナーとして活躍さRI
れたほか、ポリオ撲滅提唱グループ、恒久基金委員会、未来の夢委員会の委員を務められました。
ロータリー平和フェローシップ基金を設立した田中氏は、京子夫人とともに、ポール・ハリス・フェロー、恒久基
金ベネファクター、大口寄付者となっています。
受賞経歴として、同氏は超我の奉仕賞、ロータリー財団の特別功労賞を受賞されました。
ポリオを撲滅することは「私たちが世界の子どもたちへの約束を果たすこと」であると田中氏は言い 「近い将来、
に撲滅が成功を遂げることは間違いない」と述べます。
田中氏と京子夫人には、 人のお子さんと 人のお孫さんがいます。3 5

年の指名委員会委員を以下にご紹介します（敬省略 。2010 ）
ジョン ジャーム、米国（委員長 ；モンティ オーデナート、カナダ；キース・バーナード・ジョーンズ、英F. J.）
国；ピーター・バンガード、デンマーク；フランク コリンズ・ジュニア、米国；ルドルフ・ホーンドラー、ドC.
イツ；謝 三連、台湾；ウンベルト・ラフィ、イタリア；アショック マハジャン、インド；ジェラルド メイF. F.
グス、米国；ポール ネツェル、米国；サミュエル オクズェト、ガーナ；小沢一彦、日本；ノラセス・パスA. A.
マナンド、タイ；テミストクレス ピンホ、ブラジル；バリー・ラシン、バハマ；バリー トンプソン、オA. C. E.
ーストラリア。


