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６月の地区行事 ～ ロータリー友情交換（オーストラリア）/1 7
「ロータリーを祝おう」の新テーマをエステス会長エレクトが発表
グレン・エステス・シニア 会長エレクトが、 月 日、米国カリフォルニア州、アナハイムの国際協議会で、RI 2 16

「 」 。 、 、2004-05 年度のテーマ ロータリーを祝おう を発表しました このテーマは ロータリーの創設者が闘った理想
そして、長年にわたり、幾世代ものロータリアンが世界中で善行を実施するよう影響を与え続けてきた理想を、創

100 72 525立 周年に祝いたいという想いから生まれたのだと エステス氏は この重要な研修会に カ国から出席した、 、
名の次期地区ガバナーに説明しました。
「 人の実業家の簡素な会合というこの行動の 周年を、私たちは間もなく迎えようとしています。そしてこの4 100
行動の結果起ったすべての素晴らしい出来事を祝うとき、私はすべてのロータリアンに 年度のテーマで2004-2005

「 」 」 。ある ロータリーを祝おう を私とともに実践してくださるようお願いします と 会長エレクトは述べましたRI
また、エステス会長エレクトは、演説の中で 年度の会長強調事項を概説しました。きれいな水の提供、2004-05

保健問題、識字率向上、ロータリー家族という強調事項は、地球上の何十億人が直面している主要な社会的問題、
あるいは開発問題に取り組むものです。
これに加えて、次年度の三大目標も発表しました。ポリオ・プラスの前進、会員の大幅増加 「毎年、すべてのロ、
ータリアンが ドル」の標語の下に年次プログラム基金にロータリアン 人につき ドル以上の寄付を達成す100 1 100
ることの つです。3
「私は、皆さん一人ひとりに平和の使者となってくださるようお願いいたします。そして 「毎年、すべてのロー、
タリアンが ドル」のメッセージを、心の内からロータリー・クラブへ届けていただきたいのです 『毎年、す100 。
べてのロータリアンが ドル』は、善いことをしようという考えに基づき掲げられています」と会長エレクトは100
結びました。

周年記念の鐘100
5オリンピック聖火と同じように、

つのロータリー 周年記念の鐘100
、 、が 年 月のオーストラリア2003 6

ブリスベーン 大会を出発し、全RI
ロータリー国のクラブを巡回して
います。これらの鐘の旅は、世界
を縦横に結ぶロータリーの国際性
を象徴しています。一つの鐘は国

100際ロータリーに最初に加盟した
クラブを巡り、その他の鐘は、ア
ジアおよび太平洋、ラテン・アメ
リカおよびカリブ海地方、アフリカ、ヨーロッパの つの地域の各国々において最初4
に結成されたロータリー・クラブを回ります。これらの鐘の旅は 年 月のシカゴ2005 6
が終着点となり、そこで開かれる 周年記念 国際大会の開会を告げる鐘を鳴らす100 RI

ことになります。
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点鐘
それでこそロータＳＯＮＧ

リー 浜辺の歌 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1.

上に努めよう。
地域社会に奉仕し、クラブの存在価値を高めよう1.

なし なし特別ゲスト ヴィジター
ロータリーメダルをいただきました。本日のビシターはなしです。第 回例会を会長挨拶 289

はじめます。
本日例会後に理事会があります。ガバナー訪問は です。前田宏智幹事 9/18

韓国南光州クラブの週報瑞石臺 号 と韓国石丸幹夫会報委員長のスライドショー 16825 2004.4.12
のカレンダーのスライドをします。このカレンダーは千命培（チョ

ン ミョンベ）氏からいただいたものです。週報には
金沢の少年バドミントンの記事と写真が載っていま
す。これまでと異なりコンピューターで書いた記事で写真も沢山のる
ようになりました。カレンダーは正月、９月の連休で秋月のお休み、

、 、 、釈迦誕生日 キリスト降誕日 日本の終戦記念日にあたる日が光復節
年の独立運動を記念した三一節など特徴があります。1919

￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥ ※南ニコニコＢＯＸ 24,000 749,235 3,816,159
光州マッチンググランド寄附分( ＄）ストック分 ￥ 本年度合計 ￥1500 ¥168,000 25,000
725,235 3,960,159残高 ￥

。 、 。坂口会長 前田幹事本年度もあとわずかとなりました 二木さんの卓話 大変楽しみにしています

炭谷会長エレクト 日曜日に東京で東京医科歯科大学とのテニスＯＢ戦に出ましたが、散々の成績で

した。首を寝違えたせいだと思います。 本日の石川伝統工芸展に家内が行き多くのロー石丸会員

タリアンとお会いしました。金会員の蝶の象嵌花器もしっかり見させて頂きましたとの事でした。私も

後で行きます。 先週はニコの山でした 「カムサハムニダ 」これからも、頑張ります。宜し金会員 。 。

くお願いします。 二木さん、お話楽しみに致しております。 シドニー・齋木会員 竹田会員

クライスト・チャーチ・赤坂と出張が続き２回連続で例会を休みましたので。 次回６／宮本会員

１７の例会は、私の方の浅の川画廊となっております。会場として適当かどうかわかりませんが、どう

か多くの方々のお越しをお待ち致しております。 吉田光穂会員 二木さんの卓話楽しみにしています。

二木秀樹 会員 染色補正講話の時間 『 私の仕事 』
私は着物の医者と

言うべきでしょう。
最低７年以上と言い
ますが 年一所懸命10
やらないと一人前に
ならす、１２ 年は~13
かかります。 ビデオ鑑賞 友禅の歴史---- ----
は大変古いが金沢にこれを持ち込んだ友禅斉はす
ごいデザイナーであったと思います。

の仕事はしみぬき染色補正ですが、シミは私
、 、太陽光線では不明でも蛍光灯で見つかったり 木地が破れそうだったり

大変です。しかし、出来ない物はないと自負しています。
野陽子会員から 二木秀樹さんは日本一の仕事をされていま水

す。との発言もありました。 仕事の手順も説明された。

点鐘

通算 回289
26/43 60.46%出席

月修正出席率3
2004.6.10

木村雨山氏と作品


