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会長の強調事項(ロータリー家族、健康問題、識字と教育および浄水)、ポリオ・プラス、及び会員増強RI
国際ロータリーの規定審議会は、2004 年6 月13 日-18 日、米国イリノイ州シカゴにて開催されました。RI 細則第8.14★

0.2 項の手続きに基づき、採択された100 の立法案を含め、審議会による決議をここにご報告いたします。
第8 条 出席

出席の記録。7)クラブのウェブサイトを通じて、平均30 分の参加が義務づけられた相互参加型の活動に参加する第4 節
こと。
第1 節
2) ローターアクト、インターアクト・クラブ、またはロータリー地域社会共同隊、ロータリー親睦活動、仮ローターアクト、仮イ
ンターアクト・クラブまたは仮ロータリー地域社会共同隊またはロータリー親睦活動の例会に出席すること

理由のある欠席。次のような場合、出席規定の適用は免除されるものとする。第2 節
(b) 理事会承認の条件と事態に従った欠席の場合。理事会は、正当かつ十分な理由による会員の欠席を認める権

限を持つ。
(b) 一つまたはいくつかのロータリー・クラブのロータリー歴と会員の年齢の合計が85 年以上であること。さらに出席規

定の適用を免除されたい希望を、書面をもって、クラブ幹事に通告し、理事会が承認した場合。

９月定例 理事・役員会議事録 日時：平成１６年９月９日（木） 場所：日航ホテル
理事：炭谷 二木 江守巧 魏 水野 前田 木村幸 村田 北山 木村陽 西村 ／１１名 役員：木場 宮永出席者

石丸 谷 齋木 東海林 ／６名 特別出席：金

指名 事務局 相川 前回議事録の承認議事録作成者

幹事報告、審議協議、各委員会報告 依頼 確認事項

（別紙の通り）今回は、多くの会員の参加協力がありとても良かった。食事の面で、会員①韓国青少年交換学生受入収支報告

の接待があり助かったのと不足額はﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰで負担した為、１０万円で何とか収まったが、次年度は予算額の見直しをお願いし

たい。 ユースホステルなどで一泊し、地域の子供との交流を図る （経費節減につながるのでは ） 市長訪問など、公式訪問。 。

を予定にいれたらどうか 双方隔年に訪問、受入のシステムを守る。 会員の子供を優先してほしい。

（別紙の通り）地区行事の会費支払いやﾍﾞﾙｷﾞｰはお国柄ｱﾙｺｰﾙ飲量が多く比較的出費がかさ② ﾍﾞﾙｷﾞｰ交換学生の受入収支報告

む。次回予算を２０万みてほしい。 地区大会ＲＩ会長代理晩餐会代理出席のお願い（２名） 魏幹事③ その他

指導者育成ｾﾐﾅｰ出席のお願い（４名） (土) ～ 地区大会会場にて 炭谷会長、魏幹事、二木会長ｴﾚｸﾄ、金会員10/23 10:00 12:00
事務局の処遇について 給料１０％ｕｐおよび社会保険加入 承認 ★次回理事・役員会 平成１６年１０月１４日

（金沢百万石 後援） 文教会館好評の日下さち子さんのピアノリサイタル RC 9/10
何回か演奏会に行かせていただきましたが、その度に一段ととぎすまされてきています。特

、 。に日下さんの得意なハンガリーものはダイアナミックで素晴らしい演奏で 聴衆を魅了しました
演奏はモーツアルト ソナタ第８番ブタペスト留学中のお嬢さまらしいトークも好評でした。

ブラームス ６ツの小品、リストバラード第２番 バルトーク組曲 ハンガリー狂詩曲第Op14
番12

多くの会員の応援有難うがざいました。
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点 鐘
『我等の生業』SONG

四つのテスト
先週は遅会長挨拶

刻しまして申し訳あり
ま話になりますが、日
本のボールは少し大リ
ーグより小さくて軽い
とのことですが、やは

り統一すべきです。また外国人の枠をはずすべきです。
永津照見君（ながつ しょうけん） 日下さち子さん（ピアニスト）特別ゲスト

なしメイキャップ
通算６カ年皆出席 谷伊津子会員皆出席顕彰

日下さち子リサイタルが明日あります。 クラブ後援をしてもらって東海林也令子会員 姪の
いますのでよろしくお願いいたします。はじめてで不安ですが、せいっぱい頑張ります。

食 事
日は例会後、理事役員会です。 は地区大幹事報告 本 10/26

会ですが、出席お願いします。福井、新潟水害義援金箱をも
う一度回しますのでよろしくお願いします。
委員会報告

号の会員投稿会報委員会 石丸幹夫 300
記事は全然ありませんでしたが、いまか
らでもお願いいたします。先日、日本の
ロータリークラブ名簿のディスクで同姓
会員数を検索していましたら、

749 31 286 23 256吉田 （名） 石丸 タケダ スミヤ 山下
木村 エモリ 大平 諸江 東山 キム479 36 19 36 4 15

と 等でました。 同姓の会でも作ってはどうですか？3

9,000 147,000 4,105,076-ニコニコボックス ￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥
卓話に永津さんをお迎えして ７，８月と続けて休ました。これから頑張り炭谷会長 坂口直前会長

ます。 明日の日下さち子のピアノリサイタルのご後援有り難うございます。皆様の暖かい東海林会員

ご支援で育てて頂ければ幸いです。明日は、宜しくお願いします。 永西村会員

。津様、卓話楽しみにしています

３６，０００円の募金が集まりました。★福井・新潟災害義援金
有り難うございました。ガバナー事務所へ送金後、２５６０地区と２６５
０地区へ送金されます。

『フランス留学を終えて』講話の時間
（ ）2003 2004～ 年度国際親善奨学生永津照見君 ながつ しょうけん

留学はフランスのパリの南東のトゥ－ルという美しい街で
す。美術大学はさほど大きくはありませんが、それぞれ自由な雰
囲気での勉強と創作活動をしていました。スライドで街の風景と
作品をご紹介します。
最後に会員の質問に答えて フランス人の時間の流れは日本と大分ちがいます。朝ご

。 。飯は余り食べない様です 正午から２時までは休みで その後５時か６時まで働きます
又土日はお休みで、月曜日午前中は調
子が出なくてお休みでゆっくりしてい

ます。カメラは日
本製が多いようで
す。 電柱は観光
地では地下に、郊
外とかさびれた所
では電柱がありま
す。ロータリー奨
学金はま十分でし
た。

通算 回301
Fホテル日航５

％出席 22/41 55
76.42８月修正出席率

2004.9.9

通算６カ年皆出席 谷伊津子会員

永津君を紹介する
坂口直前会長
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点 鐘
恒例の合同例会のお知らせ★

北ロータリークラブの御世話により下記の通り松魚亭に
。 、て行うこととなりました ご家族もご同伴可能ですので

多数ご出席をお願い致します。
日時 月 日（木） ～ 場所 松魚亭 東山10 21 19:00
1-38-30 TEL076 252 2271( )
卓話 柳 達司 氏 柳酒造代表 卓話 利き酒 和
室にて「利き酒会」の後洋室にて懇親会会費 お一人／

円 申込み〆切 月 日（木） 事務局まで10,000 10 7

“東茶屋街を考える会”のお知らせ★
“東茶屋街を考える会”を下記の通り企画致しましたので、多数のご参加をお待ち申し上げております。ご家族の
方も是非、いらして下さいませ。

10 23 19:00 1-14-7 076-252-1654日時 月 日（土） ～ 場所 料亭『中むら』 東山 電話
会費１万８千円～２万円申込み〆切 月 日（火）親睦委員（齋木）または、事務局まで10 12

から魚津で地区大会がありますが、その出席もよろしく10/23
再募集！韓国語講座★

韓国語受講される方を募っておりましたが、大変少なく改めて、会員を募集致しますので ご家族、ご友人お誘い
合わせの上どうぞお申し込みください。初歩から宋先生に御指導頂きますので、 お気軽にお申し込み下さい。
講師 宋 有宰氏 受講料 円 （ 回の予定）なお、受講料は前払いでお願い致します。20,000 20
特典 メーキャップ扱いとさせていただきます （委員会事業の為） 場所 例会場 日程 例会終了後
9/16 9/30 10/7 10/28 11/4 11/18 11/24 12/2 1/20 1/27 2/3 2/17 2/24 3/3 3/17 3/24

4/7 4/21 4/28 5/19

が後ろに百万石 バナーRC
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近郊ＲＣの例会変更
金沢ＲＣ （水 「夜間例会」及び「観月の会」 金9/29 ）
城楼 ： ～18 00
金沢西ＲＣ （金） 創立 周年記念例会 金沢都ホ9/10 40
テル ： ～15 00

9/24 18 00（ ）金 観月夜間例会 和田屋 ：
～
野々市ＲＣ （水） ３ＲＣ合同夜間例会 ～9/22 18:30
金沢国際ホテル

（ ） （ ）9/29 水 休会 定款第５条第１節により
9/21 22 18:30松任ＲＣ 火 → 水 ＝３ＲＣ合同夜間例会（ ） （ ）

～ 金沢国際ホテル

新世代のための月間」によせて
９月は新世代月間です

ガバナー 近藤 俊行 ガバナー月信より次の世代に夢を
稲穂の実るほどに頭の垂れる秋が始まっています。ガバナー公式訪問も２４ ヶ所を巡りましたが、各クラブさん
の街や野に秋を感じさせる風景が広がっています。
越中八尾の「風の盆」は「風の盆恋歌」で中・高年女性に過剰人気となり、坂の街・八尾はオバさんパワーの観光
客であふれ 「本来の風情を味わうのであれば夜半を過ぎた朝方のほうがよろしい」と聞こえて来ます。、
ロータリーも百年になろうとする昨今 「本旨を正しく受けとめて居る」のであろうか。、
そして「次世代を担う青少年へ伝え得るものであろうか」を考える「１００ 周年の年度」なのかも知れません。
かつて、ユーラシア大陸に誕生したキリスト教、回教、仏教の３ 大宗教の祖師のそれぞれが 「殺人と戦争」を否、
定して居ります。その教義もかなり類似点も多いのです。多分、大陸間の東西交通で人類としての理想を互いに伝

、 。 、 、え 影響していたのでしょう そうであるのに世代を重ねるにつれ おそらくは自分の主張を他人に押しつけたり
自己の権益、利益を守るためのエセ後継者が「十字軍」とか「聖戦」とか唱えて、互いに侵略してあたかも宗教戦
争のように転化して来た事をローマ教皇を中心として反省し 「ジャン・ヌ・ダルク」や「ガリレオ・ガリレイ」、
の宗教裁判を誤りとして、カトリックの宗教会議はキリスト生誕２０００ 年をめどに反省の宣言をしたとも聞き
ます。そうした中で、前山年度の９ 月１１ 日の「多発同時テロ」が発生しました。そのテロ対策と称するアフガ
ニスタンやイラクへの多国籍軍の侵攻は、アメリカ合衆国内から青年層の姿を消させ、今日まで 人以上の戦1000
死者を出してしまいました。アナハイム国際協議会へ出席したとき、静かすぎるロスの街を見ていました。もちろ
ん、アフガニスタン・イラクも少年兵だけでなく女性も子供も大きな被害を出しているのは、いつの戦争・内戦も
何ら変わったところもありません。必ず戦争の悪い所は歴史上のものと全く変わりません。そして 月末には、ロ8
シアでの 機の旅客機の爆破事件も起こりました。ＲＩ 会長グレン・エステス氏は「 月次世代のための月間」2 9
に際して 「次の世代に希望を」と友 月号ヨコ書き 頁にＲＩ 指定記事として出しています。今月の友も、タ、 9 10
テ書きの③～⑦頁緒方貞子さんの講演等々有意義な内容が多数掲載されています。⑬頁の「ロータリーに花を咲か
そう」又、⑮頁の「ガバナーはロータリアンの模範」はガバナー自身の反省をも含めて一読にあたいします。ロー
タリーの将来を担う次世代のために皆様の活動を期待致して居ります。

国際ロータリー 退会防止試験的プログラムの指針 の一部を紹介します。★
次の各段階は、試験的プログラムの初期段階においてすべてのクラブに従っていただく 地元の地域社会にいる有
資格の会員候補者を探し出します。
クラブは、地域社会にいる有資格の会員候補者を を設定します。有資格の有望会員候補者• 見つける具体的な手続

を見定めることで、退会をより防ぐことができます。これらの候補者には、奉仕に専念する姿勢をもった専門職務
者や地域社会の指導者が望まれます。
• • .クラブは、 、地域社会の （商工会議所、職業関連および商業関連団体 。最新の職業分類調査 ほかの団体と協力 ）
クラブは、 を作成し、配布します。• クラブの紹介文
クラブは、ロータリー・クラブの業績について一般市民に知ってもらうために 。広報計画は、新• 広報計画を継続

聞記事、国際ロータリー公共奉仕放送（ 、四つのテストの広告、掲示板など、多方面に渡るものとする。PSA ）
会員候補を招待し、その際に推薦者および するよう. クラブの会員増強委員が個人的に訪問
クラブは、候補会員を招待するための具体的な計画•
全クラブ会員は 続に関して教育 新会員の推薦はい• 、会員候補を招待する手 を受ける必要があります。クラブは 「、

( )を全クラブ会員に配布します。かにするか」 254
推薦者に感謝を表します。• クラブは、誰が会員候補を推薦しているかを記録し、

クラブは、招待した 中から最終的にクラブに を記録。 会員候補に適切な方向づけを• 候補者の 入会した会員の比率
します。
クラブは、次の情報を含む を設定します。• 入会前のオリエンテーション・プログラム
) 社会奉仕活動とその成功例a
) ロータリーの奉仕活動および親睦の国際的な広がりb
) 高い基準の品格と高潔さをロータリーが強調していることc

その他予定 例会
韓国語9/16 近藤俊行ガバナー訪問例会

休会9/23
韓国語9/30 合田昌英様（金沢北ＲＣ）民事弁護士

韓国語10/7 木下義隆会員

渋谷（しぶたに）さとみ様10/14
親業訓練インストラクター

金沢ＲＣ合同例会～お月見例会～ 於：松魚亭10/21
１９：００～

韓国語10/28 あねざき しょうこ様

セクシャリテイカウンセラー

韓国語11/4 宮崎芳弘会員


