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貴クラブでは、クラブ内会員へのロータリー情報の提
地区広報情報雑誌委員会供はどのようにされていますか？

(複数回答 数値は回答数）

地区広報情報雑誌委員会では次年度のガバナー月信の電子化にむ
けて、会員に対する情報提供は現在どのような手段でなされている
かを再確認してみました。 ％が例会であり、クラブ例会に欠席す54
する事はこの情報伝達に重大な障害を来していることがわかりま
す。会報は ％で２つで ％の会員に情報が伝達されます。情報15 89
が伝達されなければクラブに対する理解もえられず、建設的な意見
や協力も得られません。また情報のＩＴ化は情報提供者やクラブ会
計の負担をへらし、スピードアップかするなど、いいことずくめの
様ですがいろいろ悩みもあります。 例えば

、① コミュニケーションの多様化であガバナー月信の電子化は
り、大変良いと思いますが、印刷物の廃止は、コミュニケーション
ハザードを起すことになる。電子化のみにすべきではない。
② インターネットを所持している方しか情報が伝わらないのは、四つのテストの”みんなに公平か”の原則と違
うのでは？ ③ （対応策が決まっており）各会員のアドレスを確認している。事務局は当然のこと、会員全員に
パソコン・メール交換を進めている。 ④ ２～３名の会員は乗り遅れる（その意思がない）のでプリントアウト
して送付する。 ⑤ 例会時の会長からのメッセージ。クラブで必要数だけダウンロードして回覧。⑥ 電子メー
ル。ホームページ閲覧。と多メディアが速報で使え、今までの数倍、情報伝達徹底が期待される。⑦ 月信の電子
化との関わりがあるのかどうか判りませんが、⑧ 下記のようなご意見もありました。会員の資質向上を！資格審
査は厳格に （入会に当たっての）何でも、改革の名の下に本質が「ゆがめられ」ているのでは？。

第７回ロータリー日韓親善会議ご参加へのお願い 年７月 日（最新情報）2003 22
このプログラムへの参加をロータリー 周年記念事業の双子クラブ・プログラム参加や、ロータリー家族プロ100

グラム参加にしていただきたいと思います （一部省略） 日韓親善委員会委員長・ 元理事 丸 山 宏。 RI
記 テーマ： ロータリーの友情を深め、新世代に手を貸そう」「
日 時 ： 年 月 日(木)と 日(金)2003 9 25 26

1-7 TEL:047-355-2411場 所 ： 東京ベイホテル東急（東京ディズニーリゾート）千葉県浦安市舞浜
締 切 ： 年８月 日（水）2003 20

プログラム
登録受付開始 友愛の広場提供：日韓の姉妹クラブ交流の場第 日目：1 9 25 15 00月 日(木) ：

： 閉会点鐘16 00： 開 会 式 17 00
アトラクション演奏 第 地区ロータリー家族 独唱 第 地区 ガバナー李秉斗17 30： 懇親夕食会 2750 3650 2002-03

9 26 9 00 9 50 12第２日目： 月 日(金) ： 登録受付 ： 開会 司会 日韓親善会議委員会委員 菅原 周一
： ～ ： 昼 食 ： 閉会00 13 00 16 0513 00：

現在 金沂秀会員 炭谷亮一会員や南光州ＲＣから李庠根会員が出席予定です。多くの会員のご参加をお願いします。

有効回答数(累計）　106

31％

54％

15％

Ａ．例会の場で
Ｂ．週報・会報に記載して
Ｃ．炉辺談話等の会合を通じて
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炭谷亮一 吉田昭生 二木秀樹 前田宏智会長： 会長ｲﾚｸﾄ： 直前会長： 副会長： 幹事：坂口國男
池田裕之 谷伊津子副幹事： 会計： 監査：魏賢任 野城勲 後出博敏 SAA：
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指導 谷伊津子ＳＡＡ気功体操
点鐘

それでこそロータリー 七夕ＳＯＮＧ
四つのしるべ
手を貸そう。1.
感謝の声をかけあおう。1.
親睦と友情を深め、自己の向上1.

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
２６１０地区ガバナー 北川晶夫様 第一分区Ｂ ガバナー補佐 谷久夫様特別ゲスト

２６１０地区 副幹事 玉川久栄様
金沢ＲＣ鈴木茂様 金沢東ＲＣ岩城紀男様 金沢北ＲＣ奥田久雄様メーキャップ

例会前の１時間 分はガバナー、会長幹事会でした。会長挨拶 30
出席は北川ガバナー、谷ガバナー補佐、玉川地区副幹事、炭谷エレクト、前田幹事と私の６人で
した。永かった梅雨もどうやら明けるそうですが、本格的暑い夏がくるようです。

¥32,000 ¥206,000 ¥3,715,879ニコニコボックス 本年度合計 残高

今日の金沢百万石ロ－タリークラブへの公式訪問をガバナー 北川晶夫様

ガバナー補佐 谷久夫様心楽しく臨んで居ります。感謝。

北川ガバナーをお迎えして。

地区副幹事 玉川久栄様 金沢北ＲＣ 奥田－－－－－

久雄様 坂口会長坂口会長様、一年間御世話になります。

ガバナー北川様、補佐 谷様、 副幹事玉川様をお迎え

して。 北川ガバナーをお迎えして。 卓話も前田幹事

よろしくお願いします。 北川ガバナー炭谷会長エレクト

をお迎えして。 北川ガバナー、玉川副幹事、谷石丸会員

ガバナー補佐をお迎えして。本年もよろしく御指導お願い

致します。 北川ガバナーをお迎えして。 ガバナー訪問江守巧・道子会員 大平会員

有り難うございます。 ツインフィルズ アイフルカップに飯合プロが参加して金 会員

います。今日は一緒に食事です。早引きごめんなさい。 北川ガバナーをお迎えして、お話を大変魏 会員

楽しみにしております。 北川 晶夫ガバナーをお迎えして。 暑中お見舞い申し上げます北山会員

に新潟の韓国総領事の崔さんからお中元として岩のりをいただきました。吉田昭生会員 7/29
大変おいしいのりです。召し上がって見てください。

北川晶夫ガバナー講話の時間
例会の部屋も素晴らしく、クラブは女性会員も多くおられ、
金沢ＲＣにない良い表情二は感心します。 会長幹事会も楽
しい１時間半でした。金沢市内のクラブで女性のおら
れるのは２クラブですが、特徴を生かして良いプログ
ラムを実践して下さいと会長幹事に申しあげました。
是非皆さん！会長に協力して下さい。会長幹事の仕掛
けにのって上げて下さい。要覧は他のクラブにない大
変素晴らしい物があります。例えばクラブの創立以来
の詳細な歴史の記述、ＲＩ会長の初代から今日までの
全部の会長やテーマなどがしっかり描いてあります。
会長には増強 名、Ｒ財団 ドル／人 ポリ10 100
オプラス ドル／人 米山 円／人 をこの年60 15000
度にお願いします。

ロータリーの取り組み方法です。世界のロータリーの取り組み方ビデオを上映します。
をスポットで認識する事ができますＲＩ会長はアフリカ出身です。 年かかっての１100
人です。マジアベＲＩ会長はまず幾百万の人がどん底の生活をしています。そして次世
代の子供は全く希望なく、育っています。 ～ はまず真正面から貧困に挑戦し2003 2004
なければなりません。この貧困があるかぎり世界に平和は来ません。まず識字立を向上
することで、特に女性に字と計算を教える事です 「手を貸そう」ではありませんか。。

。点鐘

5Fホテル日航
通算 回249

21/40 52.5%出席

82.5%5 月修正出席率

（木）2003.7.31

玉川副幹事
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２００４年のロータリー国際大会 大阪 京都について
”京都デー （ホスト チケット行事)場所－平安神宮、京都2004.5.22（土）9:00~20:00 ”

開会式 （日） ～ 大阪ドームにて2004.5.23 16:00 18:00
歓迎交流のために金沢韓国南光州 京都北東 東京世田谷中央 の人たちが大挙参加されると思います。RC RC RC

百万石 から多数ご出席下さい。 （土）京都で宿泊し夜の交流はどうでしょうか？RC 5/22

韓国南光州ＲＣから青少年が友好交換にきます。 （月）～ （金）8/18 8/22

ホームステイをよろしく（国勢奉仕委員会 友好委員会 新世代委員会）

ロータリー１００周年記念ポスターコンテスト
１０才から１３才までの児童で１人１品（グループは駄目 、作品テーマは地域社会と世界における奉仕を表現す）
る。 チョーク、チャコール、クレヨン、絵の具、パステル、ペン、鉛筆を使用で定着剤スプレーした物。サイズ

３０×４５から６０×６０の間の物で郵送用の筒に入れて
応募。 締め切り 地区ガバナーまで。2003.12.15
優勝者は地区の賞状 、国際優勝者にはＲＩから賞金と記念
品がおくられる。又優秀者は地区から表彰される。

5F会長幹事会 8/2 17:30~19:00 ホテル日航

例会に先立ち北川ガバナー、谷ガバナー補佐、玉川地区副幹
事、坂口会長、炭谷エレクト、前田幹事でおこなわれた。

例会予定
江守歯科医院にて8/7

卓話： 年度 国際親善奨学生市川佳子さん02-03
旧盆のため休会8/14
北山吉明会員「じっと手を見る」会員のラ8/21

定例理事会イフワーク手の外科について
赤尾嘉樹さん8/29 みちくさの会代表

子供を取り巻く環境３
山腰茂樹石川県立音楽堂館長9/4
「 」オーケストラアンサンブル金沢と音楽堂

テーブルコーディネーター9/11 水島栄美子
定例理事会

江守道子 「最新の歯科医療～ ミシ9/18
ガン大学研修を終えて」

子供シリーズ候補日9/25
北ロータリー３０周年 休会10/2
諸江会員10/9
矢島久美㈱エイム教育ディレクター10/16
子供シリーズ候補日10/23

５週のため休会10/30


