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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
近藤ガバナーをお迎えして 会長幹事会
出席者近藤ガバナー 村上ガバナー補佐 炭谷会長、魏幹事、
二木会長エレクト
近藤ガバナーより百万石ＲＣの特色である１）明るく楽しい
クラブ ２）女性会員が多い などの点をのばしていけば良い
のではないか。職業分類は、偏った傾向にあるようなので、小
分類を増やすのを抑え大分類を増やしてはどうか。というよう
な意見を頂いた。 魏幹事記

意義ある人生論です。是非出席して下さい★卓話ご案内
セクシャリティカウンセラーあねざき しょうこ10 月２８日

氏 サブタイトル ～ヒューマンな関わりを求めて～「２１世紀の性愛（エロス）のゆくえ」
近年、バーチャリティの肥大化や、コミュニケーションが苦手な世代が増えてきていることで、人としての基本的
な感覚が衰退してきているようです。ヒューマンな感性や人としての関りを目指し、生きるエネルギーの源とされ
る「エロス」を熟成し続けるため、今後私達にどのような行動が求めらていくのか、２０年あまりの相談事業を通
しての経験からのお話です。

金沢エンジニアリングシステムズ社長 西川 修氏１１月１１日
ソフトウェア開発会社社長から見た 社長はソフトウェア開発会社を２０代で立「ＩＴと人間らしさの関係」
ち上げられました。現在金沢大学の学生向け講座の講師として起業の経験を話していらっしゃいます 「ＩＴは人。
間をだめにする」という持論の持ち主です 何か、あねざき氏との通ずるものがあるのかと思いましたので、一
緒にご案内しました 宮永 満祐美

国際大会にご出席を★国際大会 １００周年年次大会
２００５年６月１８－２２日 開催地：米国イリノイ州、シカゴ
ＲＩの宿泊手配代理店：Ｏｎｅ－Ｓｔｏｐ Ｃｈｉｃａｇｏ ※代理店を通じて予約をすると一泊一部屋につき
ＲＩに米貨５＄が支払われ国際大会の費用に使用されます。 予約書式・詳細は事務局〆切：２００５年５月１日
にありますので、お問い合わせ下さい。３ページ参照

金沢北 との恒例の合同例会のお知らせ★ RC
日時 月 日（木） ～ 場所 松魚亭 東山 ( ) 卓話 柳達司氏 柳酒造代表10 21 19:00 1-38-30 TEL076 252 2271
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）10,000 10 7
多数ご出席を 事務局まで

“東茶屋街を考える会”のお知らせ★
“東茶屋街を考える会”ご家族の方も是非、いらして下さいませ。
日時 月 日（土） ～ 場所 料亭『中むら』 東山 電話 会費１万８千円～２10 23 19:00 1-14-7 076-252-1654
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
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点 鐘
『我等の生業』SONG

四つのテスト
近藤ガバナーをお会長挨拶

迎えして、ただ今例会前に勉強し
ました。暖かいご指導を受け、よ
りよいクラブを造りたいと思いま
す。有難うございました。

ガバナー 近藤俊行様特別ゲスト
ガバナー補佐 藤田清 様地区副幹事 村上国夫様

金沢西ＲＣ 川口征弘 様メイキャップ

（ガバナ―をお迎えして）乾 杯
《 食 事 》

奉仕の一世紀のロータリー図幹事報告
書紹介

百円募金の貯金東海林也令子米山委員長
箱をテーブルに回しますので百円以上のご
寄付をお願いします。

-ニコニコボックス￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥40,000 187,000 4,145,076
近藤近藤俊行ガバナー 村上国男地区副幹事 藤田清ガバナー補佐

ガバナーに随行してきました。宜しく。 近藤ガバナー、藤田ガバナー補佐、の来訪を歓迎致炭谷会長

します。 皆さんお元気ですか。今日は、近藤ガバナー、藤田ガバナー補佐、村上地区副幹魏 幹事

石丸事ご一行様をお迎えしまして、沢山貴重な御指導をくださって、どうもありがとうございます。

会員 江守巧・道近藤ガバナーようこそ。藤田ガバナー補佐ようこそ。村上地区副幹事ようこそ。

近藤ガバナーようこそ。おそろしい事件が相次いでいます。何に気を付ければ良いのでしょう子会員

か？ 近藤ガバナー様、本日は百万石へようこそ。ガバナー補佐、副幹事様もおいでいただき木場会員

ありがとうございます 近藤ガバナー、藤田ガバナー補佐、村上地区副幹事ようこそ、おい齋木会員

で下さいました。 ご後援頂きました日下さち子ピアノリサイタルも約４５０名の方々の暖東海林会員

かい拍手に支えられ無事終えることができました。チケットも沢山ご協力頂きまして、ありがとうござ

いました。気持ちばかりお礼させて頂きます。 近藤ガバナー様、藤田ガバナー補佐様、村上前田会員

地区副幹事様、ようこそおいで下さいました。

近藤俊行ガバナー講話の時間
私は黒部川の東の入善
で歯科医をしています
が、小児歯科をしてい
まして、虫歯をなくす
努力をしているうちに
小児歯科はだめになっ
てしまって、今では年寄りのはばかりになった次第です。ロ
ータリー例会はこれまで皆出席ですが、おそらく楽しかった
せいだと思っています。ガバナーとしては若い方で下から５
番目です。エステス 会長は医療器械メーカーであり、夫人は臨床検査技師です。医RI
師と歯科医師と区別している
には米国式ですが、ドイツで

は医師のひとつです。
かって日本では遠洋航

海をすると脚気と壊血病
が頻発しました。ロシヤ
海軍はモヤシｋらビタミ
ン をとることを知らC
ないばかりに負けたとも
いわれています。近頃の
殺人事件は食事の他、孤

独な環境が其れを増幅しているようです。ネズミの実験
でも孤独ネズミは噛みついてばかりいます。 というやつです。ポールハリスはこの孤独の故に１０isolation stress

点 鐘０年前の２月に４人の仲間でロータリーをスタートさせました。－－－－－

その他予定 例会
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

通算 回302
Fホテル日航５

％出席 19/40 47.5
76.42８月修正出席率

2004.9.16

村上国夫地区副幹事

増強大会防止 表彰RI

近藤ガバナーを
お迎えして乾杯
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シカゴ大会の魅力 是非ご参加を！
１９０５年─まだ飛行機もテレビもなく、自動車も大変に高価なものであった時代―シカゴはアメリカ経済の坩

堝であった。活気はあるが、商売の進め方は、極めて行儀が悪かった。このような土地に、ポール・ハリスは「友
愛と職業道徳」を基本とする奉仕団体ロータリークラブを設立した。
ロータリー運動は、ポール ハリスの予測の通り、今や全世界１６６ケ国３２、０

００のクラブに１２０万人の会員を擁するまでに発展しています。 その原点である
シカゴの街は、現在でもアメリカ経済の最大拠点となっています。 そのシカゴで

が開催されるの２００５年６月１８日～２２日ロータリー１００周年を祝う国際大会
です。いよいよロータリー第２世紀に船出をする私達ロータリアンとして、クラブで
誘い合って、ポール ハリスの開いたロータリーの原点を訪ね、新しい世紀への夢を
語り合う事は、誠に意義深いことと思います。
そのシカゴ大会の魅力をご紹介しましょう。 先ず会場は、ミシガン湖畔に立つ全

米一の展示会場 「マコーミック プレイス」を全部使って開催します。 ロータリー、
７５周年記念国際大会の時のミシガンレークサイドセンターに加えて、５年前に増築
したマコーミック コンファレンスセンター、同サウスセンターとノースセンターを
加えて３倍の面積と成りました。大会はこの全会場を使用して、１ケ所で行なわれま
す。 そしてシカゴ市内の全ホテルから大変にアクセスが良いのです。 魅力ある大会
プログラムが目白押しです。
開催当日の午前中、世界中から集まるロータリアンが民族衣装でミシガン アウ゛ェニ

ューを大行進します。
大会期間中に行なわれるタイムカプセルの封印。 これは、全世界から参加されるクラブ会長・会長エレクトによ
って、各クラブのレターヘッドのついた用箋に、ロータリー第２世紀への夢・希望を各国語で記入して貰い、２０
０周年に向けて収蔵しようと言うものです。 魅力ある記念講演の数々。 現在、 のテッド ターナー氏がCNN
内定しています。 １９８５年から２０年間に渡り、国際ロータリー、各ロータリークラブそして各ロータリア
ンが献身してきたポリオ撲滅運動の偉大な成果を祝う祝賀会。 等々が御座います。 まだまだ、大会参加の魅
力と意義は尽くせませんが、今後、大会参加旅行の数多い魅力を順次お届けして参ります。

特に強調してお願いいたしたい事は、大会参加をクラブ単位でご計画為され、これを契機に強力なクラブ作りを
お奨めしたいと存じます。 です （ ） 早速クラブの旅行１２月３１日が第１次締め切り ご夫婦で登録料。 US$400
幹事さんは積み立てを始められたら如何でしょう。

シカゴ国際大会プロモーション 委員として、心よりお願い申上げます。RI

RID2610 01 05 DICO発信者 ～ 地区広報情報委員会委員長 佐味貫義 ＲＪＷ地区委員、
dico@rotary2610.jpinfo@rotary2610.jp

金沢市内ロータリークラブ例会変更
金沢東ＲＣ 月 日（月）地区大会に振替10 25
金沢西ＲＣ 月 日（金） 休 会10 8

10 19 16 00 21 21金沢南ＲＣ 月 日（火 「美術鑑賞会・懇親会」 ： ～ 金沢 世紀美術館・フュージョン）
金沢北ＲＣ 月 日（木 「お月見例会」 ： ～ 松魚亭 金沢百万石ＲＣとの合同例会10 21 18 30）
金沢香林坊ＲＣ 月 日（月 「まつたけ例会」 ： ～ 金城楼10 4 18 30）

再募集！韓国語講座★
韓国語受講される方が、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

講師 宋 有生に御指導頂きますので、 お気軽にお申し込み下さい。

受講料 円（ 回の予定）なお、受講料は前払いでお願い致宰氏 20,000 20
します。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

9/16 9/30 10/7 10/28 11/4為） 日程場所 例会場 例会終了後

11/18 11/24 12/2 1/20 1/27 2/3 2/17 2/24 3/3 3/17 3/24 4/7
会員各位4/21 4/28 5/19

地区友情交換と地区姉妹提携について
かねてから噂のあった富山石川の 地区と韓国光州の 地区はこれまでもＧＳＡの青年の派遣等友好的に2610 3710

行動していましたが、今回の友情交換のみならず地区姉妹提携を実現する事になりました。 月 日（日）韓国10 10
光州市で近藤ガバナーと金成信ガバナーの間で調印書をとりかわす予定です。この件はここ１０年以上の懸案事項
でありましたが、積極的行動に発展することなく今日にいたりました。幸い 地区からも熱心な希望もあり、3710
先ず３カ年の契約の予定でスタートする予定です。菊池次期ガバナーや荒井ガバナーノミニーも継続に賛同されて
いますので、中身の濃いおつき合いが出来るものと思います。皆様には今後もいろいろ建設的御意見をいただきた
いと思います。 よろしくお願いいたします。 地区友好交換委員長 石丸幹夫


