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※１２／１より為替レートが１０４円 ２００５／１月より １０２円になります。

地区世界社会奉仕委員会より ベトナム幼児教育専門家育成研修について
国際ロータリー 地区世界社会奉仕委員会は国際ロータリーの掲げる国際識字運動として、ベトナム社会主義2610
共和国、 私立幼稚園（生徒数 名、副校長 ｒＴ 、Ｎ さん 二人を金Lieu Giai 300 D . ranThi T o Oanh guyen Thanh Binh

、 、 。城大学短期大学部幼児教育学科で 幼児教育の指導方法を学ぶ為に平成 年 月 日～ 日間 詔請しました16 12 8 17
期間 平成 年 月 日 日 宿泊 金沢国際ホテル 研修先 金城大学短期大学部幼児教育学科16 12 8 ~17
予算 宿泊代（税込み）８，４００円×９日＝７５，６００円×２名＝１５１，２００円
研修費（交通費、食費含む） １人 ５０，０００円×２人＝１００，０００円 通訳 １人 ５０，０００円
訪問先 松任市千代野幼稚園 此花幼稚園 かわい幼稚園 金城幼稚園 金沢市聖12/9 12/10 12/13 12/14 12/15
ヨゼフ幼稚園 天徳幼稚園 地区世界社会奉仕委員長 中村啓二郎12/16

１２月定例理事・役員会のご案内
日 時 ： １２月 ９日（木）例会終了後 場 所 ： 例会場において
議 件 ： ① 新入会員候補者について ② 休会制度について ③ その他
※ 素囃子の練習等も重なっておりますのでなるべく早く、終了する予定です。

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8,000 6,000 2,000

。※出欠のご連絡を１２月９日（木）必着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
で宜敷お願いいたします。

本年度の目標１０人の会員増強は炭谷年度の第一の事業です。是非会員の皆様お願新会員を推薦して下さい
いいたします。 といいますが、新会員勧誘の声をかけた事がない会員はおられない様にお願いい播かぬ種は生えぬ
たします。ぜひ御協力を！会長 炭谷亮一 増強委員長 山下公一 委員 石丸幹夫
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点 鐘
『我等の生業』ロータリーソング

四つのテスト
エイズが日本でも増会長 挨拶

えているようです。ワクチンの
安全も何とか確立したいもので
す。

自己啓発センター 代表特別ゲスト
蓑外史男（みの としお）様

《 食 事 》ビジター紹介 なし
幹事

100委員会報告 東海林也令子米山委員長 又募金箱を各テーブルに回しますので、
円でも千円でもお願いします。

24,000 300,000 4,258,076-ニコニコＢＯＸ￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥
※卓話者の 蓑 外史男様よりニコニコボックスを頂きました。

卓話に蓑 外史男様をお迎えして 魏 幹事 皆さん、こんばんは！小松炭谷会長

－上海便の第２便でふるさとの福建省を金沢の皆さんにお越し頂きました。同時に北陸や石川県や金沢の

こともアピールして参りました。蓑先生のお話を楽しみにしております。 １０月１７二木会長エレクト

日 娘の結婚式に祝電を頂き有り難うございます。１１月２５日 卓越技能賞（現代の名工）を受けまし

た。真実は、まだまだ迷工です。 寒くなりました。蓑さん本日は宜しくお願いしま江守巧・道子会員

す。 大平会員 蓑さんのお話、楽しみです。 二木さん 「現代の名工」おめでとうござ木村陽子会員 、

います。 二木様、現代の名工の御表彰お目出とうございます。新聞でお写真拝見しました。木場会員

。 。 、 。齋木会員 蓑外史男先生をお迎えして お話楽しみにしております 二木会員 おめでとうございます

「現代の名工」すごいです。

『今の子供達に何を学ばせるか～人材コンサルタントの目から～』講話の時間
自己啓発センター 代表蓑 外史男（みの としお） 様
紹介 宮永満祐美企画委員長 かっての私の損保会社での上司です。地方より、

中央で有名な方です。先生にはいろいろ教えていただきました。

100私はかってと高岡西ロータリークラブにおりました メンバーとして。
％出席を守っていました。現在は内灘ライオンズにおります。 の会報10/4
には親業の話がありましたが、私の話は親よりもお兄さんの事ですね。こ
れまで津幡中学で道徳の事業をしました。道も今の子は言われた事のみし
て考える習慣がありません。これは教育報にあるのではないかと思いまし
た。先生は道徳について教科通りに教えていて失敗や体験に基づいており
ません。一般住民の話の方がよいかもしれません。特に中学生は暗記の脳
から考える脳へ切り替えないといけません。いじめっこばかり対策の立て
てもだめで、いじめられる方の立場を考える事大切です。道徳は①自分が

生きるために何を考えねばならないか？②人は何をかんがえるか？③自然のすごさをどう受け止めるか？④集団社
会で自分は道すべきか？道徳は社会適応力の基本です。今では地方が教育に感心を持ち始めています。石川県らし

点 鐘い育て方が大切で、伝統にふれる機会を子供に作りたいと思います。

第２回地区クラブ会長会議 （土） ～ 富山電気ビル12/4 14:00 16:00
地区役員や クラブの会長が出席し、桝田ガバナーからは廣島でのゾーン研究会での地区セミナーの結果をいか65
に会員に伝達しうるか、情報の大切さを、近藤ガバナーは地区現状やロータリーマスターカード、地区会員の増強
を、松尾パストガバナーからは 地区と韓国 地区の姉妹提携調印の行われたとの発表があった。2610 3710

その他予定 例会
理事会12/9 年次総会・クラブフォーラム

「次年度役員の選出 ・ ８ＲＣ新年合同例会について」」「

年忘れ例会12/16
８ＲＣ新年合同例会（金沢百万石ＲＣ担当）1/6

８ＲＣ新年合同例会2004 1/6
会場変更例会 （於：祐専寺（大沼 俊昭会員宅）1/13

（ ）1/20 木砂和久様 オーストラリア在住 炭谷会長ご友人

古谷 利彦会員1/27

回312
ホテル日航 Ｆﾛｰｽﾞﾙｰﾑ30

％出席 23/41 56.1
76.42８月修正出席率
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