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（日）に事務所の引っ越しをしました。2/29

月 日（土）と 日（日）地区大会開催にむけて 4 10 11
、 （ ） （ ）第 地区のロータリアンの皆様 本年度の地区大会は来たる 月 日 土 と 日 日2610 4 10 11

の両日に、金沢東ロータリークラフをホストクラフとして、石川県立音楽堂と金沢全日空ホテル
を会場に開催されます。本年度ジョナサン ．マジィアベ 会長は、ロータリー 年の歴史B Rl 100

「 （ ）」 、 、 、 、の中で初めてのアフリカ出身で 手を貸そう をテーマに 飢餓 貧困 感染症LendaHand
非識字などの世界の難問に取り組む努力を訴えております。地区大会においても、このテーマに
相応しい、猪口邦子国連ジュネーブ軍縮会議日本政府代表部大使・上智大学法学部教授を記念講

、 、 、 。演の講師に迎え 皆様と共に奉仕の理想を求め 親睦を深め ともに語り合いたいとおもいます
多数の皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

、 、 、 、 。地区のロータリアン そして ご家族のみなさま 益々ご健勝の趣き お慶び申し上げます
、 （ ）、 （ ） 、 。本年度地区大会は 年 月 日 土 日 日 の両日 金沢において開催されます2004 4 10 11

設営準備に関しましては、私の所属する金沢東ロータリークラフが引き受ける事になりまし
た。諸事万端不慣れな点はお許し頂き、日頃のロータリー活動の源泉である親睦と友愛の為

、 。 、に精一杯意義ある大会になるよう 努力する積りであります 多数のご参加を賜りますよう
よろしくお願い申し上げます。

14:00記念講演について 大会２日
国連軍縮大使 猪口邦子先生

今年度国際ロータリーのテーマは「手を貸そう」です。ジョナサン ・マジィアB
ベ会長はそのメッセージの中で 『今日の「地球村」では、戦争、飢餓、自然災害の、
影禦がこの地球上に止めどもなく押し寄せ、平和な世界への道をふさいでいる。か
くも多く世界に起こる騒動に火をつけ更に油をそそぐのは、貧困から生まれる絶望
なのだから、私たちが平和という究極のゴ－ルに到達しようとするなら、私たちロ
ータリアンはまず希望を与えねばなりません 』と私たちに訴えています。イラクに。
おける戦争を例に持ち出すまでもなく、世界中で戦火が絶えることはありません。

その一方で平和
を求めて、国連・
国・民間とあらゆ

るレベルにおいて活動がなされていることも紛れ
もない事実です。今年度地区大会記念講演は猪口
邦子国連ジュネーフ軍縮会議日本政府代表部大便
にお願いしました。私たち日本のロータリアンと
してこの講演をきっかけに、どのようにして「手

」 。を貸す ことができるのかを考えたいと思います
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点鐘
我等の生業SONG

さくら 故郷の地（韓国語）
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、自己の向上に努1.

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

、 。 。会長挨拶 大学を退職し あたらしいスタートです ゲスト及び今月のお誕生の方は です----
子ども夢フォーラム 代表 高木真理子様 なし特別ゲスト ビジターの紹介

今月誕生者の紹介
諸江 明祐（ 東山 卓嗣 山下 公一１日 あきひろ）会員 ４日 （たくじ）会員 ９日

木村 幸生 後出 博敏 木場 紀子会員 １６日 （こうせい）会員 ２７日 会員 ２８日
（もとこ）会員

地区大会資料と名札がテーブルにおいてありま★幹事報告・委員会報告 魏賢任副幹事
す。お持ち帰りになり当日はお忘れない様にお願いします。

第４回百歳万歳の奉仕は萬生苑で 歳の方を御見舞い吉田昭生社会奉仕委員会副委員長 100
します。市島明子さんのおばーちゃんが１００歳です。１０２歳の方も居られます。しかも
お二人は誕生日が明治 と です。三輪一夫さんの歌とトークがあります。多数35.4.15 37.4.15
の会員の出席お願いします。

チャイルドライン石川とメイクアウィッシュの子どもフォーラムが地区表彰になりました。大平政樹企画委員長
連絡事項として 核戦争防止する会について江守道子会員 5/23

¥14,000 ¥635,235 ¥4,116,259ニコニコＢＯＸ 本年度合計 残高
昨日３月３１日で金沢美大を退職しました。 息子が今夜新婚旅行から帰って坂口会長 炭谷会長エレクト

きます。例会を中座して小松に迎えに行こうと思います。途中失礼します。 お陰様で事故もなく石丸会員

光州・全州の旅をしました。バドミントンは勝ちました。南光州ＲＣや全州市役所は本当に大歓迎でした。

チャイルドラインの高木様、卓話ご苦労様です。 第５回空き缶拾い活動にご参加の皆大平会員 魏会員

さん、お疲れさまでした。突然の出張で参加できなくて本当にすみませんでした。高木代表のお話を楽しみ

にしています。 娘が高校入試で何とか合格しました。三月はいろんな会がぶつかりお休みば木村陽子会員

かりですみませんでした。石丸先生、金さんお疲れさまでした。 春爛漫の宵、高木さんの卓話を山下会員

楽しみに。

「チャイルドライン石川の１年を降り返って」講話の時間
高木真理子様 子ども夢フォーラム代表

いつも私どもに後援戴き有難うございます。 今日は本年
。 。 、度最初の日です にスタートしました 年９３回2005.5

。 。558 5183 465時間で 回の電話をうけました 相手は 名です
1/20受ける相手を増やすことで 、今募集中です。今年は

の大雪で回数が減りましたが、男は中高生に多く女は小学生が多い。自分自
身のことや性の事が多い。男は性、女は自分自身の事です。日本には５３団
体があり、フリーダイヤルは１０カ所のみです。子ども達では男は孤独のカ
テゴリーが多く、いじめのことなどですが、じぶんの話を認めてくれる誰か
を探しているようです。父親ない子どもへの意識を調査しますと、 通の1200
回答があり、企業や行政の共同作業で進めたいともおもいます。父親はアン
ケートには可成り興味を持っているようです。父親も可成り考えていると母
親が再発見しているようです。
Ｑ 無言電話の繰り返しはありますか？ Ａ「はいチャイルドラインです 」。
と何回もくりかえします。そのうち「あのー 」といいはじめます。

Ｑ小学生について Ａ女の子の方がサバサバしています。 男は心にこもります。
Ｑ聞き方として どのくらいの時間とか期間は Ａ ～ 分が平均です。 ～ 時間もあります。12 13 2 3

点鐘

4 /15お知らせ 次の例会はウィーンリンク のシューベルト氏（バイオリン奏者）らが来られますRC
から例会 ～ から食事パーティです。なおゲストとしてなお ウイーンフィルハーモニーのメンバー7:00 7:30 9:30

のチェロ奏者のローベルト・ナジ氏やビオラ奏者のインノケンティ・クラブコ氏、そしてピアニストのマインハル
ト・プリンツ氏 声楽家の中田留美子氏もこられます。

5Fホテル日航

通算 回280
2243 51.16%出席

82%2 月修正出席率

112004.4.1

誕生祝いは山下会員

が只１人出席


