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2015年 5月のロータリーレートは１ドル＝ 118円 2015年 地区大会は 10/24～ 10/25

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
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 通常例会は本日が最

後です。一年間 ありがとうございま

した。

一年というと 生まれたばかりの子は一年で歩く子もい

ます。小学一年生は二年生になります。しかし、大人になってからの一年は 春が来て夏が来て そして秋冬にな

るだけで変化がないように感じていました。 少しずつ年を重ねていくだけだったかもしれません。 しかし、こ

の会長をさせていただいた一年は、小学一年生が二年生になるような濃密で 学びの多い一年でした。そのような

時間を経験させていただき、本当に感謝しております。

この一年をロータリー活動の切り口から言いますと

①地区補助金の申請で国際奉仕 社会奉仕の活動ができまました

②高崎 韓国と友好交流ができました

③オープンロータリーという新しい 百万石ロータリーらしい 増強のイベントができました 先日からなんと 4
名の新入会員の申し込みがありました すばらしい成果です。

➃職業奉仕の活動が 水野会員のお骨折りで、再開できました。

➄親睦の飲み会も 武藤会員にお世話になりました。

⑥最後にネパールの支援という国際奉仕も吉田会員のご尽力で実現しました。

こうしてみると、本当にバランスよくみなさまにお世話になった年でした。マスコミへの掲載も、私の知る限りで 5
回ありました。

そして、会員の皆さんの個人的にご活躍が認められることがあり、木場会員と東海林会員のお祝にも立ち会うこ

とができました。ありがとうございました。

ただ、私の会長としては反省が多く皆さんに支えていただき、ようやくこなしていたと思っております。実は、

私はクラブの活動以外に個人的な目標として二つの目標を立てていました。

ひとつは 「1 分間スピーチの力をつけたい」、もう一つは、「例会に参加していない会員、全員を訪問する」と
いう目標です。

ひとつめは 最初は頑張っていたのですが だんだん 緩んできて私としては達成できませんでしたが、二つめは

藤間もと会長を手本として、決めた目標でした。これだけはやり切りました。

そして いろいろあった中で、少し待てる自分になったような気がします。いつも前へ前へと進み待てない自分

でしたが、この一年でほんの少し待つことができるようになりました。

本当に貴重な経験をさせていただきました。このような機会を与えていただき ありがとうございました。一番

に支えてくれた井口千夏幹事、そして役員の皆様、会員の皆様、最後に事務局の西村さんに感謝をして 最後の例

会挨拶とさせていただきます。

いつもありがとうございます。

ゲスト紹介 なし ビジターの紹介 なし

《 食 事 》
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6/18例会出席率 18/37 48.64％

4 月の平均出席率は 68.5 ％
稲山訓央 SAA
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幹事・委員会報告

[幹事報告] 井口千夏幹事：来週は19：00 より「石亭」におきまして今年度最後の例会を行います。

[委員会報告]吉田昭生会員：ネパール義援金につきまして、先般おひとり一万円のご寄付をネパー

ルへ送金することを全員一致でご承認いただきましたが、本日クラブとしてみずほ

銀行から送金をいたしました。その前には私がソバナさんへ送金してみて、間違い

なく届いたとの確認を得て送金しました。ソバナさんからのメールでは、日本とネパールはこれまで

仏教という宗教を通じて密接な関係があったが、日本も東北大震災を経験し、ネパールもまた今大き

な災害に見舞われお互いに支援の面で感謝している。憲法草案が着々と進み７月頃には動きが見えて

くるのではないかということです。また義援金送金について感謝するとともに、責任を持って周囲の

方たちを積極的に支援することを考えたい。ということで、まずはこれから雨季に入るため、雨をしのぐテントと

水をためておくポリタンクを買って配りたい。との報告がありました。本当にありがとうございました。

ニコニコＢＯＸ ￥ 7,000- 本年度￥541,002- 残高￥5,654,417-
宮永会長：本日は通常例会の会長最後の日です。一年間ありがとうございました。

井口幹事：いよいよ魏年度ですね。魏会長エレクト、大路さん、宜しくお願いします。

上杉会員：宮永会長、井口幹事、大変な年本当にお疲れ様でいた。いよいよ魏会長自然祖ですが頑

張って下さい。

炭谷会員：今期の役員の皆様 本当に御苦労様でした。

永原会員：今期の役員の皆様 本当に御苦労様でした。感謝致しております。

クラブフォーラム 司会：大路孝之副幹事

１）次年度事業計画について（各小委員長より）

〔親睦〕武藤清秀会員：昨年も同じ親睦の係りをし、２回程親睦会を開催しました。今年も行事の空

きをみながら随時開催したいと思いますので、リクエストがあればよろしくお願いいたします。

〔プログラム〕井口千夏幹事：まず次年度の卓話について、オープンロータリーにご参

加いただいた方から順に卓話いただけるということで、現時点で９月中旬まで決まって

おります。また今後も新会員候補者の方を卓話にお呼びできたらと思いますので、ご協

力をお願いいたします。

〔社会奉仕〕永原源八郎会員：事業計画・予算は例年どおりです。私

が海外旅行するとそこの国の旗を掲げているわけですが、日本の場合、旗日でもそん

なに多く見られないのが現状です。これまでも国旗掲揚の依頼があったかと思います

が、２千円弱で購入できますので、年間１５回の旗日には率先して国

旗掲揚していただきたいと思います。

谷伊津子会員：一昨年も実施しましたが、夏場の電力使用量などのア

ンケートを石川県へ提出する事業があります。過去には知事表彰も受

けました。少し意識があれば簡単にできることですので、是非ご協力

をよろしくお願いします。

〔国際奉仕〕炭谷亮一会員：ラオス支援については１０周年事業として行い、現在インターネット

の環境が整いました。今年度も続けて実施します。東日本大震災被災小学校への図書寄贈について、

私のガバナー年度の時、地区の１００万円で図書を購入し配付しました。その際には小学校から感

謝の手紙も届きました。富山ＲＣ清水さんや北山先生からのリサイタル収益もいただき支援してお

りますが、現在１５％程度の配付にとどまっています。今回、仙台ＲＣを通じて再度図書寄贈事業

を行いたいと考えており、近く仙台ＲＣへ話をしにいく予定です。マッチンググランドは最低３万

ドル＝３６０万円ですが、R財団から補助が受けられることができて、この事業が実施できれば２０

周年の前倒し事業にもできるかと思います。

〔青少年奉仕〕上杉輝子会員：アメリカ短期交換学生が６月末に来県し、吉田会員、金会員にも宿

泊のお手伝いいただきます。日中の活動についてはお手許資料のとおり進めたいと思いますが、も

し皆様の中でお昼に同行していただける方がありましたら、ご協力をお願いいたします。6/28（日）

19：55に小松空港到着予定です。またその翌日、高柳の「秋吉」にて有志による歓迎会を開催予定

ですので、お子さんやお孫さんを連れてご参加いただければと思います。日韓青少年交換留学生派

遣については、ＭＡＲＳの関係で保留となっています。
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〔会員増強〕大路孝之会員：予算的には大きな金額ではありませんが、会員獲得のために努力してい

くということで、各自のネットワークを生かしていただきながら会員増強に繋げていけるよう、ご協

力の程よろしくお願いいたします。

〔広報〕上杉輝子会員：今年度は北國新聞さんに何度か取材に来ていただきましたが、次年度は地域

の雑誌やテレビ取材なども念頭に、あらゆる方面にＰＲしていきたいと考えています。

〔会報〕石丸幹夫会員：会報は会員の皆さんや他クラブ・友好クラブにもれなく情報を伝えることが

義務だと思っております。ＨＰも容量を増して第１号から会報が見られるようにする予定です。どん

どん見ていただきたいと思いますし、また情報もお待ちしています。その他にこのクラブには中国語

・韓国語・英語・ドイツ語を話す会員がいますので、金沢を訪れる外国人を何名か例会に招待し、例

会後コーヒーなど飲みながら金沢の情報を伝えるということが、このクラブにとっても良いことです

し、金沢市の観光事業にも役立つのではないかと思っています。

２）次年度予算について（魏会長エレクトより）：予算書の収入の部は会員４０名となっていますが、そうしないと

この予算は組めなかったです。予算作成では悩みましたが、願ったらかなうということで４名の

新会員加入となりました。有難うございました。高崎ＲＣに少しでも近づける様１０名増を目標

としたいと思います。有言実行で２名加入いただく予定です。 今年度オープンロータリーに知人

を招待しましたが、とても喜んでいました。このクラブだったら入りたい、仲間になりたいなあ

と思うような内容だったと思います。来年度はホテルの食事代が１割増となるので、年間４０万

円近く増えます。ひとり１万円くらい増える計算になります。ただ年会費を上げると加入いただ

けない心配もあるため年会費は据え置き、支出を節約し、ただ使うべきは使うという考え方でい

きたいと思います。２０周年事業への積立も昨年同様です。予備費は繰越金に近い金額でみてお

ります。炭谷ＰＧの話にもありましたが、仙台ＲＣと連携し一番大切な教育・次世代への投資をし、書籍は心の食

糧ともいわれ重要だと認識しているので、Ｒ財団の評価をもらえたらいいと思います。予算の大枠は以上のように

考えて、次年度の大路幹事・西村会計・事務局と細かくもんでこの案になっております。

質問：オープンロータリーは好評でしたが、招待者が増えた場合この予算でたりないのではないでしょうか。

回答：増強の予算や予備費から充てていく予定です。

会長・幹事による
だるまの目入れ

点 鐘

ピアノコンクールに金沢百万石ロータリークラブ賞

6 月 20 日・21 日、第 39 回ピティナ・ピアノコンペティション

金沢西地区予選が開催され、宮永会長より、齋藤 珠優ちゃん(未

就学児)と東谷 葵ちゃん(小 2)に、金沢百万石ロータリークラ

ブ賞が贈られました。

なお、石丸、上杉両会員のお孫さん、 石丸志穂ちゃん、上杉

廉くんも予選優秀賞を受賞し、8 月の北陸本選に臨みます。

上杉 廉くんは、予選第一位で開進堂楽器賞も併せて受賞しま

した。 東海林也令子

STINSON Brady Evan 君（17 才）来る
ブラディ君はアメリカ ワシントン州 シアトルに近い島 Vashon から

2015 年度のロータリー短期交換留学生として

6/28~7/26 上杉輝子会員、吉田昭生会員、金沂秀会員宅でホームステイを

します。サクソホンが上手で日本語は可成り勉強されたのことです。

6/28（日)19:55 小松空港に到着します。都合のつく方お迎えにに出て下さ

い。（ なお行動スケジュールをたててみました。会員のご参加お願いしま

す。大路孝之副幹事）

クラブ例会予定
2014-2015 年度

6/11 横山 方子様 ３Ｆ「ルミエー

ル」

6/18 クラブフォーラム 6/25 会長・幹

事慰労新入会員歓迎会 石亭 19 時
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街中は あじさいの最盛期

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 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
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) 事務局員 西村有里 幹事 井口千夏


