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2011 ～ 2012 年度 RI2610 地区ＰＥＴＳ（会長エレクト研修セミナー）

2011.3.13（日） 金沢百万石 RC のホストでホテル日航で 13:30 から行われました

マグニチュード９ 東北日本列島をおそった未曾有の大地震と津波 2011.3.11（金）

金沢市は

まだ雪が

降る

3.16 朝

金沢百万石
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クラブ例会予定 2010-2011 年度

2/23（水）ポリオイルミネーション金沢城 集合 17:30
2/24 休会（ＩＭに振替）

3/3 休会（2/23 ポリオイルミネーションに振替）

3/10 3/13 ＰＥＴＳ 打ち合わせ

3/17 西村邦雄会長エレクト 「3/13 のＰＥＴＳ報告」

3/24 松本耕作様（地区Ｒ財団委員長）

3/31 休会
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点鐘
SONG 『奉仕の理想』

四つのテスト
藤間勘菊会長挨拶： ポリオの件

もすみましたが、本当に世の中と

いいますのは 殺人事件とか地震と

か、いろいろありまして、ポリオ

がニュースになるか心配しました

が、新聞も協力して出してくれま

した。テレビは見おとしもありま

したが、幹事にはいろいろ連絡ありました。それから新年度からガソリンがたかくなるとか、コーヒーや海外旅行

も大変になるとか、この後、PETS もありますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ビジター： 金沢香林坊ＲＣ 村上 啓太 様
今月の誕生者の紹介 ６日 江守 巧 会員 ２０日 竹田 敬一郎 会員

２６日 山崎 正美 会員 ２７日 大沼 俊昭 会員
３１日 野城 勲（いさお）会員

炭谷ガバナーエレクト：3 回目の市民マラソンよろしくお願いします。木場さんも、

岩倉さんも走ってください。

ガバナーマンスリーですが、谷さんと僕が今月号に載っていますので、ご覧になって

下さい。（Governor,sMonthly Letter 2011.March ２ p 地区環境保全省委員会委員長

谷伊津子「識字率向上月間に因んで」、 ６ｐガバナーエレクト炭谷亮一「ガバナー

エレクトの英語力」。

ラオスの映像をながします。

国際ロータリー 2610
地区では国内にとどま

らず主に東南アジアに

ボランティア活動を行

ってきました。ラオス

の 10 年から 20 年先を

見越した活動です。近

藤から菊知ガバナーの

時のラオスのバンカム

地区に識字率向上のために設立した CLC センターの解

説です。2007 年小松東 RC が保育園を、2008 年金沢百

万石 RC が IT センターを設立しました。そして 700 人の学生たちが利用しました。ラオス教育省も大変注目してい

ます。今後の発展に向かっての大きな一歩になりました。－－－－

－－－《 食 事 》－－－－
幹事報告・委員会報告

宮永幹事：Polio も終わって２週間たちました。皆様ありがとうございました。

①真衣さんから百万石 RC の情熱に感動しましたとのことで金一封をいただきま

した。 ② ABC カメラマンから Polio 画像を全世界に３秒？ ③地方 TV には殺

人事件の遺体発見があり出ませんでした。 ④ロータリーの友の編集長の二上さ

んから Poliono 記事は４月号に載せるそうです。⑤ニュジーランドの募金ありが

とうございました。 ⑥フィリッピン育英会からですがバギオ基金のお礼がきて

います。

吉田昭生ポリオ写真コンテスト委員長：応募はプロカメラマン 5 名、小学生 1 名、で今は 15 枚ほ

ど来ています。3/23（水）が締め切りです皆でみて賞を決めたいと思います。

ニコニコＢＯＸ ¥13,000 本年度累計 ¥608,919 残高￥3,094,691
藤間会長 皆様、お久しぶりです。ポリオの時も有り難うございました。今度はペッツです。よろしくお願いします。

宮永幹事 ポリオお疲れ様でした。皆さんと一緒にがんばりたかったという思いです。 石丸会員 ポリオのイルミ

ネーション皆様よく頑張られました。一寸一息、今度はペッツですね。 上杉会員 3 月中旬なのにまだまだお寒い

日が続きます。皆様お風邪をひかれませんように。ペッツもがんばりましょう。 江守巧・道子会員 久しぶりにニコ

ボックスをしています。 土田会員 孫 長男の第二子、土田裕次郎 京都大学理学部に合格しました。

５９７回(PETS 準備例会）

ホテル日航 5F
2011 3.10（木）

出席率 ２７／３６ 75％
１月修正出席率 72.38 ％
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2011-12 年度 会長エレクト研修セミナー打ち合わせ （講話の時間）
北山副会長： ＰＥＴＳの説明

今ほどニコニコボックスに沢山ありましたようにポィオイルミネーションが終わり、次は PETS です。いい具

合に仕事も少し小さめのものから大きいものになっていますので皆さん大体、知識力がついてきたように思います。

気配りの上手な方ばかりなので、カバーしあっておられますね。

PETS の資料を用意しました。

役割分担、大きな変更は司会を木村幸生さんにお願いしました。

このセミナーが終わりましたら、皆さんを左の鶴の間に懇親会場がありますのでご案内していただきたい。テーブ

ルは全部で 12 用意してありますので、この席に誰が座るか拡大コピーして案内板を作れ張り出します。確認して

案内ください。

当日、プロジェクターも用意します。竹田さんお願いします。－－－－まあ書類読んでください。

懇切丁寧にお願いいたします。

オレンジたすき 鐘 ロータリー旗

君が代は前奏あり、 休憩の後 松本さん 炭谷さん、村田さんの 3 人がプロジェクターで口演、

来年のＰＥＴＳの富山西 RC から６名出席についてなど 質問や説明あった。

PETS 役割分担(案)(○ は責任者) 2011 －３－３ 北山更新
2011 年 3 月 13 日(日曜日) ホテル日航

① 実行委員長 ○北山吉明
② PETS 会計 ○木場紀子
③ 会場設営（本会場）：○竹田敬一郎、、二木秀樹、申東奎

吉田光穂、
④ 会場設営（懇親会場）：○多田利明、金 沂秀、
⑤ 本会場受付：○宮永満祐美、東海林也令子、若狭豊、
⑥ 懇親会受付：○上杉輝子、谷伊津子、
⑦ 特別出席者出欠確認 ：○藤間勘菊、有田、相川
⑧ 特別出席者応接：○木場紀子、有田、相川
⑨ 本会議議場内誘導：○木村幸生、二木秀樹、申東奎
⑩ 本会議司会：○木村幸生
⑪ 懇親会司会：○ 井口千夏
⑫ 懇親会場誘導：○水野陽子、杵屋喜三以満、土田初子
⑬ プログラム作成：○ 野城 勲
⑭ 備品準備：○ 魏 賢任
⑮ 記録･撮影：○石丸幹夫

炭谷亮一、岩倉舟伊智、吉田昭生、西村邦雄、村田祐一、木村幸生は本会議出席 炭谷亮一、岩
倉舟伊智、吉田昭生、西村邦雄氏名は懇親会出席 黒字の会員は懇親会開始後に解散しても良い

進行スケジュール
10：00 スタッフ集合 4 階鶴の間ロビー

＊ミーティング(資料 0)
＊受付設営(資料 Ⅰ)
＊本会議場設営(鶴の間 B)
＊懇親会会場設営（鶴の間 A）
＊スタッフ控え室 5 階式場前室（定員 8 名の小さな部屋ですので不要な荷物等はできるだけク

ロークに預けてください）
11：00 国際ロータリー 2610 地区 2010~2011 年 第 3 回諮問委員会受付(資料 Ⅱ)

＊受付はガバナーエレクト事務所の有田さんがします。
11：30 諮問委員会開会
12：30 諮問委員会閉会

＊スタッフ昼食は手の空いた順に各自で 11：30 から 12：30 の間にとってください。
13：00 PETS 登録受付開始
13：30 開会点鐘 (資料Ⅲ)
14：45 PETS 休憩（コーヒーブレイク） ロビーにお茶コーナー(無料)もあります。
17：15 閉会点鐘

17：30 懇親会開会(資料 Ⅳ)
＊懇親会が始まりましたら、懇親会に出席しないスタッフは解散して結構です。

18：45 懇親会閉会
＊後片付け

資料 Ⅰ 受付設営および受付業務

北山 PETS 実行委員長
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＊ 受付の机はホテルが準備します。
＊ 会長エレクト受付と特別出席者受付の 2 箇所を作ります。
＊ 配布用書類とセミナー冊子を袋に入れたものを作り、各自に手渡しください。
＊ 会長エレクト用ネームカードと特別出席者用ネームカード、懇親会席札を渡してください。
＊ 受付を済ませた会長エレクトは、ロービーで、特別出席者は控え室(鶴の間 C)にご案内してく

ださい。
＊ 本会議が始まる 5 分前になりましたら、ロビーと控え室にその旨を伝達し、本会議場（鶴の間 B）

に誘導してください。

資料 Ⅱ
国際ロータリ 2610 地区 2010~2011 年度第 3 回諮問委員会（PETSの前にあります。）

＊受付業務はガバナーエレクト事務所の有田さんが行います。
＊ PETS の受付も同時にしてください。PETS の冊子もあげてください。受付が終了したら出席者を会

議室（鶴の間Ｃ）に案内してください。
＊ 会場は鶴の間 C(特別出席者控え室)をパーテション(屏風)で仕切って会議室を作成します。ここにロ

の字型に机を並べます。この作業はホテル側がします。
＊ 席上の名前プレートは不要です。
＊ しません。
＊ 会議出席者は 16~18 名程度です。 パストガバナー、ガバナー、ガバナーエレクト、現・次期地区

幹事、現・次期財務委員長が出席します。
＊ 会議に昼食を出します。2000 円の弁当を頼んであります。ホテル側が出してくれます。
＊ 弁当代金の請求先は氷見 RC です。
＊ この会議に関しては、われわれの関与は殆どありませんが、何か頼まれたら積極的にお手伝いして

ください。
＊ 会議が終わったら、一旦全員ロビーに出てもらいます。その後で控え室（同じ鶴の間 C）を設営し

ます(10 分くらい)。設営が完了しましたら特別出席者は入室可となります。

資料 Ⅲ
会長エレクト研修セミナー会場設営および進行

＊会場は鶴の間Ｂです。机が並んでいますので、席順表に従って席札(三角プラスチック)
を配置してください。

＊ 講演者とガバナー、ガバナーエレクトは机の前には下げ札をつけます。
＊ プロジェクターを配置し投影確認してください。
＊ プロジェクター係りは講演者のデーターをパソコンに入力しいつでも出せるように準備してくださ

い。
＊ 質疑応答がある場合は、発言者にマイクを持っていってください。
＊ プロジェクターを使用している間は会場のライトを暗くするようホテル係員に支持してください。
＊ 国歌、ロータリーソング｢奉仕の理想｣の伴奏ＣＤをかけて、音量などの確認をしてください。
＊次期開催クラブの富山西ＲＣの見学者が４－５名きます。セミナ会場の一番後列に席を用意しますの
でそこへ案内してください。

資料 Ⅳ
懇親会準備および進行に関して

＊ セミナーが終わりましたら、懇親会場に誘導ください。会場前に席表を張り出しますのでそこで各
自の席を確認してもらってください。

＊ テーブルの人数の都合により、自クラブの所属する分区以外のテーブルに着かねばならない会長エ
レクトもいますので、その方たちには前もって教えてあげてください。

＊ 懇親会の最後にＲＣソング｢手に手つないで｣を歌いますので、ＣＤの準備と音の確認を前もってお
こなってください。

＊ 懇親会が終わりましたら、ネームカードを出口にて回収してください。
＊ 懇親会に出席した会員は出口にて笑顔を持って(形式的に)お見送りしてください。

７．質疑応答 点鐘

例会後は理事役員会
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P E T S 写真集 2011.3.13ホテル日航４ F

東北関東大地震募金 ガバナー諮問委員会も

司会は木村幸生会員

挨拶の崎山武夫ガバナー

挨拶の炭谷亮一

ガバナーエレクト

次期研修リーダー

講演の近藤俊之

パストガバナー

米山記念奨学会

事業について

前川俊朗委員長

地区資金・予算案

・送金について

後出博敏次期財務

委員長

地区組織・地区

行事について

岩倉舟伊智次期

地区幹事

国際協議会報告および所信表明

炭谷亮一ガバナーエレクト

未来の夢計画に

ついて 松本耕作

Ｒ財団委員長

分煙のすすめ

金沢百万石 RC
喫煙問題検討

委員会

村田祐一委員

長

PETS受付の藤間会長、西村エレクトと女性会員
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懇 親 会 風 景

富山第１分区の次期会長さん 富山第２分区の山崎次期ガバナー補佐と会長さん

富山第３分区の金田次期ガバナー補佐と会長さん 富山第４分区の斉藤次期ガバナー補佐と会長さん

石川第１分区Ａの松原次期 G 補佐と会長さん役員さん 石川第２分区の潮津次期ガバナー補佐と会長さん

司会は井口会員 乾杯：崎山ガバナー 竹田会員とパストガバナー

石川第３分区の古玉次期ガバナー補佐と会長さん 石川第４分区の浅井次期ガバナー補佐と会長さん
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石川第一分区 B（福田ガバナー補佐）がぬけてし
ましました。申し訳ありません。

ご苦労様 やっと食

事にありつけました。

北山実行委員長

地区大会に向かって 吉田昭生実行委員長の挨拶

PETSスタッフ記念写真 （もれた方 すみません）

終了して藤間勘菊会長


