
- 1 -

年度国際ロータリー（ ）会長ノミニーにウィリアム・ボイド氏2006-07 RI
WilliamB.Boyd 13ニュージーランド・パクランガＲＣ会員のウィリアム・ボイド 氏が（ ） 、

日、 － 年度国際ロータリー（ＲＩ）会長ノミニーに指名されました。 月 日まで2006 07 12 1
に、対立候補者が出ない場合は、正式にＲＩ会長ノミニーとなります。
ボイド氏は、 年にＲＣに入会し、ガバナー、ＲＩ理事（ － 年度 、財務長、1971 1998 2000 ）
識字率向上委員会委員長、 年国際協議会委員会副委員長・同協議会のモデレーター2004

、 （ 、 、などを歴任し ＲＩ会長代理として多くの国を訪問しています 日本では 年の秋に2002
第 地区と第 地区の地区大会において会長代理を務めています 。2530 2690 ）
また、ボイド氏は、ポリオ・プラスプログラムに献身し続けており、これまでポリオ・プラ
ス実行委員会委員、ポリオ・プラス・パートナープログラム・コーディネーター、国際ポリ

オ・プラス委員会顧問を務めています。
、 、 、1995 年に引退するまで ニュージーランド最大手の雑誌販売会社 ゴードン・アンド・ゴッチ社の総支配人を務め

年ロータリー地域雑誌編集者セミナーのモデレーター、また、オセアニアのロータリー地域雑誌『ロータリー1994
・ダウンアンダー』の委員会委員長を歴任しています。ロータリー財団功労表彰状、特別功労賞受賞。

８ＲＣ新年合同例会についてのお願い
当ＲＣがホストクラブ 実行委員会を発足となり御世話をすることになっております。先日の理事・役員会に於いて

に入りました。８年に一回 廻ってくるホストクラブですので、全会員一致団結しご協力を頂き百万石し準備段階
当日の役割分担など詳細は追ＲＣらしい合同例会にするため、全員出席で何卒宜しくお願い申し上げます。なお、

ご連絡致します。 ※準備の都合上、当クって 日時 平成１７年１月６日（木）１２：３０ 点鐘 ～１４：００
ラブ会員は になります。場所 ホテル日航金沢４階「鶴の間」以上 止む終えない事情で出席１１：００頃の集合
できない方は、事務局まで早めにご連絡ください

。毎年恒例の年忘れ例会を下記の通り催したいと思います
皆さんお楽しみのオークションやビンゴゲーム、金沢百万石アンサンブルによる素

囃子などを企画しておりますので、ご家族・ご友人などお誘い合わせの上、ご出席頂き
ますようご案内申し上げます。
日時 １２月１６日（木） １９：００ 点鐘 （～２１：００頃） 場所 ホテ

8,000 6,000ル日航 ４Ｆ 鶴の間 会費 会員 円 御同伴者（中学生以上）
円 子供（小学生以下） 円2,000

。※出欠のご連オークションに出品して頂ける品物を一人一品以上、当日ご持参下さい
絡を１２月９日（木）必着で宜敷お願いいたします。ＦＡＸ２６２－２２４１
『友』ホームページ情報

、 「 」2003 04 8 2002 03－ 年度と今年度 月末現在のものに加えて － 年度の 地区別クラブ数・会員数・出席率・一覧
を掲載しました。トップページの日本語をクリックして、上のバーの「ロータリー関連資料」からアクセスできま
す。どうぞ、ご活用ください 『友』のホームページは、 です。。 http://www.rotary-no-tomo.jp
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点 鐘
『手に手つなロータリーソング

いで』
四つのテスト

ソバナさんの結婚会長 挨拶
式でのネパール訪問ですが、心配
なことには政情が不安定なようで
すね。

子ども夢フォーラム特別ゲスト
代表 高木真理子様 米山奨学生 バジュラチャリャ・ソバナさん

金沢西ＲＣ中山 芳男 様金沢香林坊ＲＣ 大西 喜章 様 山崎 充浩 様ビジター紹介
＊ カ年（Ｓ 月～Ｈ ． 月迄）石丸皆出席顕彰 26 53.11 16 10

幹夫会員
《 食 事 》

２７．２土田初子会員
８日にエルフ金沢でオー
ル電化スタイルフェアが
あります。セッテイング
を内の会社で、パンフレ
ットは中川印刷さんにお

。 、願いしました みなさん
是非いらしてください。
ボジョレヌーボーがあた
ります。

昨日は河北 、本日は立山Ｒ米山奨学生 バジュラチャリャ・ソバナさん RC
Ｃで卓話をしました。それぞれ吉田昭生さん と東海林也令子さんにお世話
になりました。立山の姿を見て故郷ネパールを思いました。ネパール情報は
木村さんと共にお伝えします。過激派は主に西部地区で、カトマンズ盆地に

は来ません。毛沢東主義の人たちで、政府提唱の話
し合いのテーブルには載りません。３年まえに王様
が殺害されましたが、国内では王様必要論も多い様
です。

￥ 本年度合計 ￥ニコニコＢＯＸ 8,000
-263,000 4,221,076残高 ￥

炭谷会長 江守巧・卓話に高木真理子様をお迎えして。

子ども夢フォーラムの高木さん、ようこそ。お願いします。 チャイルドライ道子会員 大平会員

ン 高木さん、調子はどうですか？ ２７．２８日にエルフ金沢でオール電化スタイル土田会員

フェアがあります。セッテイングを内の会社で、パンフレットは中川印刷さんにお願いしました。み

なさん、是非いらしてください。

“ 父親の子供に対する意識調査」から見えてきたこと”講話の時間 「
子ども夢フォーラム代表 高木 真理子様

チャイルドライン．いしかわの活動でこどもの声と父親のかかわりがあまりな
89く 今回は子供に対する父親の意識はどうだろうかと調査しました 調査回答の、 。

％が 代から 代の人で、帰宅が遅く不規則な人が過半数でした。このためか20 40
総じて父親は子供とのコミュニケーションが少ないです。しかし多くが配偶者か
らの子供の相談に助言しています。 子供の情報は配偶者からが多く ％、本人56
からは ％です。 代ではまだ多いのですが、 代になると少なくなります。41 30 50
問われれば相談相手として責任があると思い、クリスマス、お正月にはかかわり
あいたいと思っています。帰宅は 時か 時は多く、子供とのつき合いは週７19 20

。 。 、時間が ％です ％が ～ 時間です チャイルドラインも 年目ですが55 40 1 5 5
子供からおおきい物を得ました。 子供時代の悩みを受け止めて貰った子が親にな
るとその実感が残り、いい親になります。

チャイルドライン．いしかわ 金沢市みどり （高木）〒 920-0370 1-180D6
URL http://www.yumeforum.org E-mail kodomo@yumeforum.orgT&F076-240-0735

点 鐘

回310
ホテル日航 Ｆﾛｰｽﾞﾙｰﾑ30

％出席 19/41 46.34
76.42８月修正出席率

2004.11.17

皆出席顕彰 カ年の石丸幹夫会員26


