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2014 年 4 月のロータリーレートは１ドル＝ 102 円 地区大会は 10/4 ～ 10/5

金沢百万石

LIGHT UP ROTARY ロータリーに輝きを 2014 ～ 15 RI 会長 黄其光 Gary C.K.Huang（台北 RC）

ふるさとを育み 世界平和へ 2014 ～ 15 2610 地区カバナー 永田 義邦（高岡 RC）

多様性と団結力を活かして楽しく活動する ~みんなちがって みんないい 会長 宮永満祐美

点 鐘
君が代

ロータリーソング『 奉仕の理想 』
四つのテスト

宮永満祐美会長挨拶 本日は中村ガバ

ナー補佐をお迎えしています先ほどの

お話では とても活発な活動をしてい

るということで、お褒めの言葉をいた

だきました。さて 本日は2週間ぶりの例会です。その間に 韓国青少年交流のお世話と 米山奨学生の皆さ

んに研修する機会がありました。ロータリーに入っているからこそ、体験できることでした。新しい経験から

気づきや発見があります。皆さんもお忙しいと思いますが 例会以外の活動も大いに楽しみましょう。

ゲストのご紹介 ガバナー補佐 中村寛二様 川 拓真様

ビジターのご紹介 なし

誕生日お祝い： 8/3 井口千夏 8/25 西村邦雄 8/31 大路孝之

川拓真君挨拶（交換留学生）：こんばんは川拓真です。3 週間ほど前にアメリカから帰国しました。まずはじめ

にこの一年間無事に留学させていただき本当にありがとうございました。この一年の経験はき

っと、この後の人生でプラスになっていくと思います。

Through this speech, I gonnna convey gartitude to you.
I appriciate your support becouse thanks to you, it became a good exchange program for
me.
When I went to America for the first time I couldn't even listen English. But now I can
understand what are thay sayinng and I became better at speeking English, and I think I
grew up as human,so tahnks for everything..
今言った事を日本語に訳すと「このスピーチを通して感謝の気持ちを伝えたいとおもいます。

いろいろな後支援ありがとうございました。お陰で無事留学を終了する事ができました。最初

にアメリカに言った時は聞くことさえ ままならなったけど、今は彼等が何を言っているかも理解出来るようにに

なり、少し英語をはなせるようにもなりました。人間として成長できたと思います。ありがとうございました。」こ

こまでが日本語訳です。

Kanazawa Hyakumangoku
KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0749 2014.8.21

．

第 751 回例会

ホテル日航 3F
8/7（木) 19:00

例会出席率 66.66%
宍戸紀文 SAA 3 月の平均出席率は、69.50 ％
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アメリカで経験した文化の違いについて、いくつか話そうと思います。僕のホストファーミリーは基本的にお米

を食べる家庭でしたが、タイ米のような細長いお米であんまり口には合いませんでした。野菜は日を通した料理は

出てこなく、サラダのような生ものが多く出てきました。アメリカの水道は塩素が多く含まれており、飲めません

でした。かわりに浄水器がおいてあります。アメリカにはいろんな人種がいて、僕のホストファーザーはアルゼン

チンの人で、サッカーのワールドカップの時は、皆でアルゼンチンを応援してました。とても親切で優しい家庭で

色々な場面で助けてもらい感謝しています。最後に この一年間本当に良い勉強になったとおもいます。ありがと

うございました。

《 食 事 》
幹事報告/委員会報告

井口千夏幹事：。 本実は例会後クラブ協議会があります。全員参加ということですが、理事役員の方

は是非残って下さい。既に会長からメールが届いたと思いますが、事務の三宅さんが 8/20
で退職されます。次の方が決まるまで会長と私で何とかするつもりですが、ごご協力お

願いいたします。

武藤清秀 親睦委員長：8/9（土）の職場訪問について、柳宗理記念デザイン研究所を見

学します。

ニコニコＢＯＸ ¥25,000- 本年度¥97,052- 残高¥5,547,566-
中村ガバナー補佐：石川第１分区 B ガバナー補佐の中村です。今年一年宜しくお願いいたしま

す。 宮永会長:中村ガバナー補佐本日は宜しくお願いいたします。石丸会員:ガバナー補佐の

中村様一年おせわになります。よろしくお願いいたします。 井口幹事：中村ガバナー補佐本

日は宜しくお願いいたします。 岩倉会員:中村ガバナー補佐をお迎えして。 上杉会員:中村

ガバナー補佐様 ようこそいらっしゃいませ。よろしくお願いいたします。 川会員：中村ガ

バナー補佐 本日はありがとうございます また今日は息子の拓真も連れてきました 一年間

の留学本当にありがとうございます この良い経験を生かして将来立派なロータリアンになっ

てほしいと思います。 木場会員:中村ガバナー補佐様 ようこそ百万石へ 本日は御指導よ

ろしくお願い申し上げます。 杵屋会員:中村ガバナー補佐ようこそ 本日は宜しくお願いい

たします 久しぶりの出席です すみません。炭谷会員:中村ガバナー補佐 本日はご苦労様で

す 今後の御活躍を祈念いたします。 永原会員:中村ガバナー補佐ようこそ百万石 RC にお越し下さいまてありが

とうございます スピーチよろしくお願いします。 魏会員:皆さんこんばんは 中村ガバナー補佐をお迎えしてお

話を心より楽しみにしています。 野城会員:中村ガバナー補佐様 本日は宜しくお願いします。 水野会員:中村

ガバナーほさようこそおいで下さいました。

講話の時間 RI2610 地区 石川第１分区 B ガバナー補佐 中村寛二様

講師紹介：

㈱中村固腸堂（河北郡津幡町） 代表取締役

・野々市ロータリークラブ 1990 年 入会（在籍 24 年）

2007-2008 年度 会長 2009-2010 年度 米山カウンセラー

・北陸中医薬研究会 会長 ・金沢経済同友会 会員・金沢法人会 会員

・石川県医薬品小売商組合 河北支部長

・石川県小売薬業協同組合 理事・津幡町販売業事業組合 副理事長

・津幡町商工会理事

・石川県ユネスコ協会 会員・総務省 行政相談委員

・石川県薬物乱用防止指導員、石川中央地区協議会副会長

・津幡町情報公開審査会・津幡町個人情報保護審査会 会長代理

講話：『 ﾛｰﾀﾘｰと私 』
（要旨）今晩は中村です。百万石 RC には知り合いの方も多く、親しくさせていただいています。大沼俊昭さんは

同級、野城さんは同じ町内、金沂秀さんには韓国の友好クラブでは大変お世話をいただいています。私はロータリ

アンとして 25 年、私の歩んだ道を反省をこめてお話いたします。これまでクラブ会報、社会奉仕委員長、プログラ

ム委員長、国際奉仕委員長を経験しました。野々市市の社会福祉協議会へ毎年の寄付、京都城陽 RC との姉妹提携、

済州島での京都、韓国の RC との合同例会、柳生会長の時には韓国の大邱の RC と姉妹提携をしました。職業奉仕

としては野々市明倫高校の就職指導を行ひ、学校から感謝されています。また高校生全員には中村啓二郎会員や当 RC
の会員であった大学の先生に講話をお願いしました。

2007 年会長になりましたが、企画は殆ど実行されました。2009 米山奨学生のカウンセラーをしました。大変優秀な

方でした。

入会 18 年目に会長になりましたが、1990 年 48 名であった会員数は現在 33 名です。退会は 85 名にもなります。

増強は会員の熱意のあららわれです。本日の例会前の会長幹事会の主たる目的はこの増強でした。
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今この様な素晴らしい方がたと知り合いになることが出来たのもロータリーのお陰と思っています。米山の経験

も良かったし、中村啓二郎さんともベトナムやラオスへ何回もいきました。皆、私には素晴らしい体験でした。

ポリオについてですが、かって日本にポリオが流行して大変心配しました。私の取引先の社長が当時のソ連と取引

があり、社会党代議士の上田哲氏の交渉で緊急の生ワクチンの輸入に成功しました。職業を通しての社会貢献です。

中村啓二郎氏は やせたラオスの満足に作物が出来ない土地で奮闘しておられます。百万石 RC はこの点感謝して
います。

来年 2/8に分区で IMをいたします。講話には RIコーディネーターで有名な方をお呼びする予定です。
百万石 RCの多彩な国際活動を要覧で拝見しましたが、姉妹クラブを大切にして下さい。
皆様のますますの健康とご発展をお祈りいたします。

点 鐘
クラブ協議会 例会後 20:～ 21: ホテル日航 3Fにて
出席者：宮永満祐美、井口千夏、魏賢任、若狭豊、井口千夏、大路孝之、東海林也令子、武藤清秀、二木秀樹、

西村邦雄、谷伊津子、宍戸紀文、上杉輝子、藤間勘菊、木場紀子、石丸幹夫（敬称略）

各理事役員から簡単な説明があったあと、中村寛二ガバナー補佐の熱心なアドバイスがありました。

常任理事の存在について：、伝統をまもりすぎると進歩を困難にし、ｎｅｗ ｕｐにこだわりすぎると暴走しかね

ません。バランスが必要です。

例会と親睦について：ロータリークラブの根本は親しくなる

ことです。お酒も良いでしょう。退会予防ににもなります。

欠席料をとっているクラブもあります。年度初めには既に卓

話の講師を 1 年分決めてしまうクラブもあります。途中で変
更しても良いとおもいます。

SAA：たまに席をかえたらどうでしょうか？新会員にアシス
トする会員を決めておく。（推薦者で良いと思うが？）。

ニコニコボックス：目標をたててみたら？。百万石クラブは

件数は多いのですが、目標をを建てたり意識の昂揚は常に必要。

要覧の会員名について：個人情報保護の立場らクラブで考えが方はいろいろです。

会員増強について： 実行にはもっと具体性が必要です。お願いや啓蒙だけではだめです。会員すべてに推薦を実

行してもらうか書類を出してもらう程にしければならないとおもいます。

退会者をなくす。欠席の多い会員には卓話をお願いする。

職のない人の入会について、主婦は

広報：ロータリー友への投稿を百万石 RCは 多い方か？

修練：もっと工夫して、出席の必要性への理解、例会やメーキャップにさそいあう、新会員のフォローアップする

委員会をつくった例など。

中村寛二ガバナー補佐は細部にわたり、つぎつぎと多くの実践例やアイデアをしめされました。

国際ロータリー第２６１０地区の地区大会案内 10/4（土）～ 10/5（日）
■本会議 Ⅰ：10/4（土）高岡市民会館 参加対象者： 地区委員、会長・幹事、次期会長・幹事、五大奉仕委員長

■本会議 Ⅱ：10/5（日）高岡市民会館 参加対象者： 会員・家族、米山奨学生、交換学生

■ 大会の夕べ ：10/5（日）ホテルニューオータニ高岡 参加対象者： 会員・家族、米山奨学生、交換学生

※ １０月９日（木）は、地区大会に振替のため、通常例会）はありません。

見学会（職場訪問 柳宗理記念デザイン研究所）
奉仕プロジェクト委員長 北山吉明 親睦責任者 武藤清秀 大路孝之会員の職場訪問とし

て、金沢美術工芸大学 柳宗理記念デザイン研究所を見学しました。

日時 2014年 8月 9日（土）見学会 16：00～ 17：00
場所 柳宗理記念デザイン研究所金沢市尾張町

2-12-1 泉鏡花記念館横 電話 076-252-5755会費無

金沢美術工芸大学「柳宗理記念デザイン研究所」は

故柳宗理氏（本学の教授、客員教授等を歴任）の関係

資料約 7，000 点余りが、（財）柳工業デザイン研究会
から本学に寄託されました。これらの資料は、本学の

デザイン・工芸分野における教育・研究にとって至宝

であり、教育・研究の高度化に資するものであります。

3 月 26 日、柳宗理関係資料を中心とするデザインの教育・研究の拠点として、オー
プンしました。

金沢市尾張町 2丁目 12番 1号 （旧石川県菓子文化会館の 1階）

館員から説明を受けた
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（1）開所時間… 午

前 9 時 30 分～午後 5
時

（2）休 所 日 …

日、月、祝祭日、年末

年始

柳宗理記念デザイン

研究所見学の後、近く

ののとどろき亭（木村

功一社長 金沢北 RC）
にて新入会員の懇親会

行った。

出席者：金沂秀 村田祐一 江守巧 石丸幹夫 石丸恭子 大路孝之 炭谷亮一 二木秀樹 高田重男 北山吉明

藤間勘菊 若狭豊 井口千夏 水野陽子 木場紀子 武藤清秀 の皆様

南光州（クァンジュ）RC 日本青少年交換プログラム後の感想文（日本語訳）

*チョウ ミョンスン 学生 サンム高等学校 1 学年 推薦: パク チョナク前会長様

曺銘晟 Cho Myung Sung 男 16歲 高 1 年(朴天學前會長)

今回の 7 月 23 日から 7 月 27 日までロータリークラブのおかげで日本,金沢へ行ってきました。

私には最初の海外旅行なので大変期待をしましたが本当に期待以上に興味ある旅行でした。

短い期間だったが、日本で訪問した色々な場所とそちらで食べた色々な食べ物、そちらで作った

思い出、そして日本での親切と助力いただいたすべての方がたを忘れることはできないでしょう。

私にこういう良い思い出と記憶を作ってくださったロータリークラブ会員の方らと金沂秀おじさ

んと上杉廉に本当に感謝して私も大のおとなになったら このようなロータリークラブに加入し

て、良い事も沢山したいし他の人々に良い記憶をあたえる人になりたいと考えるようになった旅

行でした。私にこういう良い経験をするようにして下さって本当に感謝申し上げます。一生忘れることができない

でしょう。2014 年 7 月 31 日チョ・ミョンソン拝

*チョウ キョンソ 学生 クァンドク中学校 2 学年 推薦:チョウ ヨンシク前会長様

趙經敍 Cho Kyung Seo 男 14歲 中 2 年(趙暎湜前會長子息)

‘南光州（クァンジュ）ロータリー’おかげで交換学生で日本に行ってきた。

おとななしで出かける海外旅行は今回が初めてなので若干心配もなったが‘チェ チャンイン総

務様のお嬢さん’の引率下に別問題なしで日本に入国できたし、入国後‘金沂秀おじさん’のお

かげでおもしろい旅行をしてこれたようだ。

金沢での 4 泊 5 日は非常に新鮮であった。

我が国では見ることさえも大変な‘伝統と現代の調和’が印象的だった。

金沢には見どころが相当多かった。

自然と同化される殿様の庭園‘兼六園、 1 年 365 日雪が溶けないタテヤマ アルペンルート、 ど

ことなく奥ゆかしさがぷんと感じられる茶屋街、日本特有の姿をあらわしている金沢城まで。

この他にも多くの見どころがあったが省略する。

日本に行く時ごとに感じることだが,我が国はある面に対しては日本を見習う必要があると考える。

2014 年 7 月 31 日

＊イ・ミンギュ学生 クァンドク中学校 2 学年 推薦:趙ヨンシク前会長様

李旼規 Lee Ming Gu 男 中 2 年 (趙會長の息子趙經敍君親友)

2014 年 7 月 24 日午前 1 時 30 分 家を出て,カンチョンターミナルに到着した。 行った時、私

の他 6 人の学生が来ていた。そして引率して下さる方がおられた。

初めて会った時は可成りぎこちなくて私も思わず何か平素より静かにしていた。。

それでも幸い嬉しそうであった。

このように会って,仁川（インチョン）国際空港に到着して切符を買って引率された方と七の学生

たちは別れた。

その後私たちはわかって、飛行機に乗って日本コマツ国際空港に到着した。

到着後入国を終えた後,日本、金沢県 ロータリークラブ現会長様と会員の皆様に会った。会ってみるので初めには

初対面なので大変ぎこちなかった。このように会った後お互いがホームステイをする家が決まった。決まったこと

作品を前に記念撮影 後で井口会員も参加

懇親会 18：00 ～ 20：00
とどろき亭 金沢市東山 1-2-1
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は男 3人いっしょに,女 4人は 2人,2人に分けるということだった。決まったのを聞いて何か気が楽だった。
このように決めた家へ向かったが、家がはっきりしていて良かった。

そして私たちがホームステイする家の主人であるテルという方の孫に会った。お会いするとこの子がおとなしくて

親切だった。そうするうちに私たちも積極的に互いにはやく親しくなった。

このようにこの家に 2 日泊まって、残った二日は金沂秀前会長様宅で泊まることにした。金沂秀おじさん家もさっ
ぱりしていてしていて良かった。そこで泊まる時,前にホームステイした家の孫も共にきて寝た。
それでさらにおもしろかった。

今回の機会に金沢の多くの名所に行ってきた。その中最も印象深かった所は”アルペンルート-立山"という山だっ
た。印象深かった理由は夏なのにかかわらず万年雪があったためだ。活火山は行ってみたが万年雪があった山は初

めてだった。雪を触ってみた時,雪が若干粉氷のようだった。本当にとけないのがとても珍しく思った。
印象が深かったことはアルペンルートであったし最もすてきなのは名所でない金沢県の規模の大きい新聞社で行う

花火であった。言葉が花火だったが、規模が本当に大きかった。

ところで話を聞いてみるので日本では普通この程度だと聞いた。話を聞いて本当に驚いた。

この程度を普通にするということが非常に驚いた。

この他にも多いことを見て多いことを体験してみた。

今回の機会を通して日本の新しいものらが多いことを知って得たようだ。本当に私をこちらに送ってくださり、本

当に感謝しなければならないと考えもした。本当に今回は私に意義ある経験をくださったものと感じた。

2014年 7月 31日イ・ミンギュ

会員消息 木場さんら文化功労賞
金沢市は本年度の文化功労賞を染織家の木場紀子さん、古文書解読家の高木喜美子さん、金沢星稜大

教授の本康宏史さんの三人に送ることを決めた。－－－

9月２日下本多町野金沢歌劇座で贈呈式がある。
2014.8.15 北陸中日新聞

パストガバナーからの手紙

「日本人の知力（識字）の底上げはいかにして？」 炭谷 亮一
江戸の末期、欧米各国は日本に開国を要求して来た。そんな中、イギリスの軍艦が江戸湾に深く入って来た。

提督ビーグルは江戸の町の様子はどんな様子だろうと思って、早速望遠鏡で眺めていると、鍬をかついだ農作業帰

りの着物の裾をたくし上げた二人の農民が本屋で立ち読みしている姿に、イギリスでは絶対に見ることの出来ない

光景に「アンビリーバブル」と叫びそうになる位、大変驚いたそうである。なぜなら、当時のイギリス本国の農民

はほとんど無学文盲であり、何何何んと植民地にしようと企んでいた未開の国、日本の農民の一部は文字が読める。

ビーグルは早速本国に伝令した。「ワレハ日本を植民地化するには反対ナリ。日本の教育程度は余りに高すぎると考

える。よって日本からの退散命令を要請するものナリ!!」と。やはり大英帝国海軍の提督である。その慧眼に経敬
意を表したい。（当時のイギリス国民の識字率 15 ％、日本は 30 ％）。日本の識字率の高さが江戸末期、欧米の植民
地になることなく、更には開国後近代化をものすごいスピードで推進出来た大きな要因であることは間違いない。

さて、いったいいつ頃から、知力（識字）の底上げが始まったのか検証を試みてみた。まず日常的に文字が使わ

れる様になったのは 500 年頃からではないだろうか。もちろん庶民は無学文盲であり、貴族、役人、僧侶などが文
字を使えたのであろう。当時の識字率は 1 ％以下と推測している。現代の人間は通常、幼児の時には親より絵本を
読んで聞かせてもらう。そのうち絵の横の文字の存在に気付き、きっと親はこれを読んでいるのだと気付き、それ

ならばと一文字一文字指さし、その繰り返しで読むことが出来る様になる。そしてしっかり初等教育を受ければ読

み、書き、思考力も発達してくる。ところが平安時代、無学文盲の庶民が文字を読み、書こうとしても何んの為に

読み書きが必要なのか、必要性を感じなくては読み書きを勉強する気になれない。つまりモチベーションが必要と

なってくる。

日本教育史上、最初に知力アップに大きな働きをしたのが、琵琶法師による「平家物語」の弾き語りである。あ

のリズミカルな語りと「ベンベンベン」の調子に楽しみながら庶民はあの格調高い文章の一部を暗唱すら出来る様

になった。そこでこんなに楽しんでやれるものなら、少しは読み書きを勉強して「平家物語」の原典を読んでみた

いと考える庶民も少なからず出て来る。出来るかどうか不安を持って、恐る恐る読み書きに挑戦、努力の甲斐あっ

て少し読み書きが出来る様になると隣近所の人達からは尊敬のまなざしで見られ、時々代筆や代読してやると、プ

レゼントもいただける。若い男性の場合には若い女性から憧れを持たれ、良いことずくめである。この様子を見て

いた他の人達も読み書きが出来れば、こんなに良い目にあえるならオレもワタシもやってみようと言う気持ちにな

る。こうなればしめたものである。識字率はうなぎ登りである。庶民の識字率 0％が 3～ 4％に大変な飛躍である。
続いて南北朝時代の「太平記」が「平家物語」の識字率アップの良い流れを更に後押した。「太平記」はもともと

文章として書かれたものであったが、「平家物語」と言う「語り」の伝統があり、庶民も慣れ親しんでいたので、「太

平記」は「講釈」と言う形で庶民の耳を楽しませる様になった。「講釈」は楽器を必要とせず独特の語りだけで、後

に職業化し、独特なリズムで語る「講談」へと発展していった。少々節回しは難しいが、それさえ身に付ければあ

とは机と扇子さえあればどこででも出来、庶民への普及と言う点では「平家物語」より容易で、底辺を拡げていく

ことにつながった。今日的に言えば紙芝居を見せないアカペラみたいなものであった。「講釈師」“見て来た様な、
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うそを言い”との格言もあり、臨場感を表現するのに「講談」は最適だった。庶民の中には、よし「太平記」を実

際に読んで過去にタイムスリップしてやろうとの思いから、読み書きをマスターしようと考える者が出て来てもお

かしくない。この時代の識字率はうなぎ登りとなり、7 ～ 10 ％に上昇したであろうと言われている。

戦国時代は文化的に見るものはなく、識字率の上昇は見られなかったが、太平の世となった江戸時代に一気に文化

の花が開き、咲き誇った。咲き誇った文化をエンジョイする為の手段として、もちろん識字の重みがうんと増し欠

かせなくなった。

松尾芭蕉の「奥の細道」の紀行文学に始まり、井原西鶴のパロディー風の「好色一代男」、近松門左衛門の庶民を

描いた戯曲「曽根崎心中」、十返舎一九の滑稽本「東海道中膝栗毛」を本当に楽しむには、やはり識字が必要となる。

また江戸時代においては、商工業が飛躍的に発展し、まと

もな商売をするには計算（ソロバン）と識字が必要最低限

のツールとなった。その頃職にあぶれた武士達が子供や商

工業者に文字・計算を教えた寺子屋が繁盛し、その際には

礼儀作法・道徳・生活規範も同時に教えられ、現在の学校

教育には及ばないが、間違いなく庶民レベルまで知育・徳

育が行われ、知力（識字）の底上げが行われた。都市部の

住民や商工業者の識字率は飛躍的に向上した。

その結果、江戸末期のさぁどんと来い!!待ってました黒船

よ!!そして文明開化 結果を私は心待ちにしています。

本日の講師略歴略歴： 塩原 信太郎（しおばら しんたろう） 様 昭和２４年５月１８日 ６５才

本籍地 長野県 石川県 赤十字血液センター所長 金沢大学医薬保健学域保健学類臨床教授 骨

髄移植の基礎研究と治療法の確立に持続的に従事してきた。趣味：図書館めぐり、アイススケート、アユ釣り、ハ

ーフマラソン挑戦中

2014 ～ 15 役員・理事・委員会
(役員） 会長：宮永満祐美 ｴﾚｸﾄ：魏賢任 副会長：若狭豊 幹事：井口千夏 副幹事：大路孝之

会計：上杉輝子 SAA：宍戸紀文 直前会長 野城 勲

（理事） 理事： 二木秀樹 北山吉明 金沂秀 藤間勘菊 西村邦雄 武藤清秀

常任理事： 石丸幹夫 吉田昭生 木場紀子

理事会オブザーバー・アドバイザー：パストガバナー 炭谷亮一 地区パスト幹事岩倉舟伊智 監査：後出博敏

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
(委員会) クラブ管理運営委員長：二木秀樹 副：東海林也令子 親睦：○武藤清秀 辰己クミ 水野陽子

金沂秀川きみよ 上杉輝子 吉田昭生 杵屋喜三以満 魏賢任 大路孝之 高田重男

例会：（プログラム）○東海林也令子 宍戸紀文 川きみよ 吉田昭生（出席）野城 勲 藤間勘菊

SAA：○宍戸紀文 稲山訓央 ニコニコ：○稲山訓央 若狭豊 友好・ｸﾗﾌﾞ細則： 細則 CLP 検討 江守巧

富山西 RC との交流岩倉舟伊智 木場紀子 金沢北 RC との合同例会二木秀樹 杵屋喜三以満 高崎 RC との交流村田祐一

金沂秀 藤間勘菊 直前委員長：西村邦雄

奉仕プロジェクト委員長：北山吉明 副：水野陽子 職業：○永原源八郎 二木秀樹 大路孝之 稲山訓央

村田祐一 谷伊津子 社会：○村田祐一 谷伊津子 土田初子 北山吉明 '新世代・青少年○北山吉明

国際：○西村邦雄 世界社会奉仕（Ｒ財団）西村邦雄 ラオス支援 魏賢任 藤間勘菊 描き損じハガキ 江守道子

米山奨学会 木場紀子 奨学生の世話大路孝之（カウンセラー）野城 勲 青少年奉仕 国際青少年交換上杉輝子

ローターアクト研究会稲山訓央 上杉輝子 直前委員長:木場紀子

会員組織委員長：金沂秀 副：江守巧 会員増強：○金沂秀 岩倉舟伊智 武藤清秀 宍戸紀文

川きみよ 稲山訓央 大路孝之 修練 前期石丸幹夫 藤間勘菊 後期木場紀子 江守巧

広報委員会委員長：藤間勘菊 副：石丸幹夫 広報：藤間勘菊 吉田昭生 ロータリー情報：炭谷亮一 石丸幹夫

会報ホーム ページ：石丸幹夫 宍戸紀文 直前委員長 村田祐一

長期姉妹クラブ担当 南光州：金 石丸 岩倉 江守巧 東京世田谷中央：炭谷 岩倉 石丸 藤間

京都北東：炭谷 杵屋 水野 高崎： 石丸 村田 金沂秀 藤間 宮永

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（地区委員） 諮問委員会委員 地区ガバナー氏名委員会委員、クラブ奉仕部門Ｂカウンセラー 炭谷亮一

社会奉仕委員会委員長 ロータリーとふるさとを考える委員会委員 谷伊津子

地区監査委員会委員長 後出博敏 Ｒ米山奨学会委員会副委員長 藤間勘菊

友情交換委員会委員 宮永満祐美

例会場 ホテル日航金沢 5F 〒 920-0853 金沢市本町 2-15-1 T076-234-11111 例会日時 木曜日 19：00
事務室 ライブ１ビル 2F 〒 920-0852 金沢市此花町 3-2 T076-262-2211 F076-262-2241 三宅磨奈美

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/
事務局執務時間 月火水金 9：00 ～ 15：00 休憩時間 12：00 ～ 13：00 木 15:00 ～ 20:00

休日（土日祝日) 幹事 井口千夏

クラブ例会予定 2014-2015 年度
8 /7 ガバナー補佐訪問 中村寛二様

14 休会

21 塩原信太郎 石川県赤十字血液センター所長

28 ガバナー公式訪問 永田義邦様

9/ 4 チン・ショウ君

11 竹田理琴乃 ピアニスト

18 佐倉 有紀 佐倉薬局 代表


