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谷久夫ガバナー補佐との会長幹事会
7/10 18:00 19:00 F～ ホテル日航５
出席者 坂口國男会長 二木秀樹副会長 前田宏智幹事 魏賢

任副幹事 石丸幹夫会報委員長

役員委員はなるべく継承して方法でいきます。増強会長
は難題です。

お願いしガバナー補佐 財団寄付は ドル／１人年R 100
ます。全会員が準フェローです。 げてく家族委員会を立ち上
ださい。 なりました。 万ならマルチ米山功労者は 万円に10 30
功労者です。準功労者はやめました。
特別表彰制度があります。クラブで社会に一隅をてらしたい
い方があれば推薦の人か団体をお願いします。約 名／地区20
で表彰します。
ＩＭはガバナー補佐の任務ですが、今年は金沢西ＲＣのホストで です。合同例会と を結合して、２回の10/26 ＩＭ

2500出席です。従って会費は安く登録
円です。

碧い大気
青い海 蒼い大地
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例会予定
坂口会長の新年度方針7/17
仏教建築家 吉井清氏 木7/24 （

村幸生会員紹介
ガバナー公式訪問日7/31

江守歯科医院8/7
卓話： － 年度 国際親善奨02 03

¥1,500学生市川佳子さん
７月定例理事会の日にちが変更
１７日（木）→２４日（木）議件
は「今年度決算・次年度予算につ
いて」

企画委員会 宮永満祐美
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それでこそロータリーＳＯＮＧ
四つのしるべ
手 を 貸 そ1.

う。
感謝の声を1.

。かけあおう
親睦と友情1.

を深め、自
己の向上に
努めよう。

。1.地域社会に奉仕し、クラブの存在価値を高めよう
石川第一分区Ｂガバナー補佐 金沢みなとＲＣ谷久夫様特別ゲスト

金沢ＲＣ 鈴木 茂 様メイキャップ
イスラエルからの歌手 Ｒｏｔｈ(ルース)Ｗｉｅ講話ヴィジター

ｄｅｒ(ビーダー) Ｍａｇａｍ(マガン) さん Ｖｉｃｔｏｒｉａ(ビクトリア) Ｈａｎｎａ(ハンナ) さん
劇団アンゲルス代表・演出家 岡井直道 先生 石川イスラエル親善協会代表 金沢大学講師 清水洋子先生

通訳 嬉野(うれしの)智裕(ともひろ)さん 美術スタッフ 小林
あかねさん

飯野名誉会員、石丸夫人、お母様、炭谷夫人ほその他ヴィジター
か１２名、村田夫人、東海林会員お母様ほかご友人、 バチュラチャリ
ャ・ソバナさん、坪倉かなうさん

先週は東京の個展で欠席しましたので本日が初めてで会長挨拶
す。個展には東京世田谷中央ＲＣ

の方や 金沢からは山下公一先生がみえられ
ました。成功裡におわりました。有難うござ
いました。本字厚の特別ゲストには谷久夫ガバナー補佐、ビジターには本日のコンサ
ートの為にイスラエルから さん と さんがこRuth Wieder Magan Victoria Hanna
られました。

百万石クラブがはじめてですが、女性会員が数多くおられてますね、谷久夫ガバナー補佐
例会後のクラブ協議会には多くの方残って下さい。

¥18,000 ¥132,000 ¥3,773,879ニコニコボックス 本年度合計 残高
今期始めての訪問クラブです。よろしくお願いします。 何谷久夫ガバナー補佐 飯野健志名誉会員

坂口会長もご協力できませんので、スライド機を寄付致します。よろしく。使えるだけ使ってください。

ガバナー補佐 谷 久夫様をお迎えして、今後ともよろしくお願いします 谷 ガバナー補前田幹事

佐をお迎えして・・・ミニコンサート楽しみにしています ルースアンド・ビクトリ炭谷会長エレクト

ア、Ｗｅｌｌｃｏｍｅ ｔｏ 百万石 イスラエルの歌姫・ネパールの雪姫・ヴァイオリ吉田直前会長

ンのかなう姫がおそろいの例会です。幸せ一杯の一時です。 谷ガバナー補佐様をお迎えして石丸会員

コンサートの盛況を。木場会員 イスラエルのルースさん、ビクトリアさんの歌、楽しみにしています。

、一年間よろしくお願いします。 岡井さん企画のコンサート、楽しみにしてい坂口会長 東海林会員

ます。高校の同期生をお誘いしました。

古代ヘブライの歌声講話の時間

（演出家 アンゲルス代表）紹介 岡井直道氏
イスラエルの歌手の方をご紹介します。 ウクライナの小劇場での彼女達のパーフォマン
スに興奮しました。来日うぃ薦めましたところ 「あこがれの日本」ということで、きま、
りました。炭谷亮一さんにおねがいして、百万石 の応援をいただく事になりました。RC

、歌唱 Ｒｏｔｈ Ｗｉｅｄｅｒ Ｍａｇａｍ(ルースビーダーマガン)さん
の設立メンバーで、共同管理者。ユダヤの伝統的な音楽Theatre Company Jurusalem

と宗教原点の音声形式を研究し、お歌唱部分を創作した。
Ｖｉｃｔｏｒｉａ Ｈａｎｎａ(ビクトリア ハンナ)さん

ニサンナティブアクティングスタジオ（イスラエル）を卒業し広く世界に活動。世界中の音楽祭や映画祭に招待
をうけている。

母から習った歌 イランの子守歌 少女がスペイン住んで こころからイスラエルに帰りMother Tongues
返りたい。 私の肉体をなおしていただき有難う。－－－－－－－

ホルトナー先生ソバナさん

3Fホテル日航
通算 回247

23/40 57.5%出席

82.5%5 月修正出席率

（木）2003.7.10
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点鐘

7/10 20:30 21:20クラブ協議会 ～
前田宏智 坂口國男出席者：

谷伊津子 石丸幹夫 魏賢任 北他紀
子 飯野健志 宮永満祐美 大平政樹

北山吉明 村田祐一 野城勲 市島
明子 竹田敬一郎 東海林也令子 金
沂秀 二木秀樹 西村邦雄

会議内容抄録
①ロータリーはこのところ かI serve
ら になってきている。We serve

。②手続き要覧を読まなければなるまい
③ロータリー情報委員会の強化 これ
は３年委員会であり、重要である。

④ ニコニコボックスの使用方法 社会奉仕に限る。もちろん社会奉仕の変化した国際奉仕も含んで良い。
⑤メイキャップのあり方を際検討して欲しい。嘘の ％は意味がない。例会と地区の正式の会合のみが出席。100
③家族委員会をたちあげて欲しい。⑥ロータリー財団、米山奨学会の寄付の件（会長幹事会の記事参照 ）1p

土田社会奉仕委員長よりの世界社会奉仕委員長会議 報告7/12

日頃大変御世話になっております。
本日、世界社会奉仕委員長会議に出席して参りました。他のロータリークラブの皆さんの世界への奉仕『手を貸そ
う』が、いかにロータリアンとして活動していらっしゃるか良くわかりました。
北川ガバナーは、アフリカへ是非もっともっと支援して頂きたいとのお話でした。

ルースビーダーマガンさん ビクトリア ハンナさん

言語（ ）の秘密を皆様と享Yud
受したい
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（ 飲ませてやりたい、子供達のあの大きな なお腹にしてやりたい、そして教育をおいしい水を お腹を少しでも健康
させてやりたい。思いは一杯でした ）。
そこで、 との事。今期は、 円集まっ書き損じハガキキャンペーンを続けてほしい 695,846
たので 万円になったら、アフリカへ持っていくとのことでした。当クラブでも、続け100
ていきたいと思いますが、古切手でも良いのではないか？と考えています （皆さんと相。
談）
“がんばろう！世界に奉仕できるのなら・・・”

、 。他ＲＣの世界奉仕活動では しているそうです小松東ＲＣは アマゾンの熱帯雨林に活動、
野々市は、ベトナムホーチミン活動、支援。ストリートチルドレン友の会のテレビに放映
されました。

。日本では見られない光景とのこと。歯ブ野々市の中村敬一郎ロータリー、ホーチミンへ
ラシを何百本か持って

行かれたそうです。金城大学の看護士さんと金沢大学の若い女性の医師が子供達一人一人に歯を磨くことから聴診
器をあてる診察のボランテイア。 学校の教育も観察し是非支援を続けていきたいとのことでした。

、周年行事等の相互訪問など花連富山高岡の小川さんは、台湾の花蓮ＲＣとの姉妹締結をして、残盲施設への慰問
からは富山へ３０人くらいの訪問があり花見の観光などするそうです。本当にすばらしいですね。
もう一つ、世界と姉妹締結を！とのお話でした。ツイン姉妹をするときはなるべく日本語のできる人と巡り会う

と話がスムーズにいくとのことでした。
２時間位の時間でしたが、世界社会奉仕委員会の皆さんの体験話でとても勉強になりました。百万石ＲＣでも何

か世界的な奉仕活動 発展途上国へ『手を貸そう』ではありませんか。まずは、子供達に教育と医療奉仕の活動
は必要だと思います。以上、いたらない報告とさせて頂きます。

平成１５年７月１４日 吉日
社会奉仕委員長 土田初子

岩城宏之さん（名誉会員）と坪倉かなうさんらのチャリティジョイントコンサート）

８月 日金沢市観光会館で岩城宏之指揮で当クラブおなじみでマスコット的存在の坪倉かなうさんのジョイン31
トコンサートがあります。多くのご出席を

２６１０地区 各位CICO&ML

今年度 ジョナサン マジィアベＲＩ会長がB.
提唱する 「貧困への取り組み」は 「手を貸、 、
そう」というターゲットを掲げ、その活動の
根本を におかれました。「人間の絆」

「家族の絆」その、もっとも源になるのが、
であります。
そしてマジィアベ会長は、世界平和の確立を
ロータリー不変の理念とする私たちロータリ
アンが、先ず「家族の絆づくり」の模範とな
るべく、 しロータリー家族への心遣いを奨励
ています。
これまで、ロータリー月間の定めの無い月、
お金も、人も恋しくなる歳末の１２月が新た
に 「家族月間」に指定されたことは、奇しき、
因縁でありましょうか。

2003 7/15 No.94友 インターネット速報 年
月が家族月間になりました12
－ 年度第 回国際ロータリー（ＲＩ）2003 04 1

理事会において、 月を家族月間とすること12
が決定されました。これは、マジィアベＲＩ
会長が家族の重要性を提唱したことを称えた
ものです。
なお、 月の第 週の「家族週間」は廃止さ2 2
れます。

佐味貫義(七尾みなとＲＣ）
地区広報情報雑誌委員長

（ＲＪＷ地区委員）2610DICO
dico@rotary2610.jp


