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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。

ロータリー家族を祝おう
年度国際ロータリー会長GlennE.Estess,Sr.2004-05

:親愛なる同僚ロータリアンの皆さん
ほぼ 年前、ポール Ｐ ハリスという名100

前の一人の孤独な若い弁護士が、彼の３人の友
人と一緒にクラブをつくることを決めました。
この小さなグループの会員にとって、ロータリ
ーは砂漠のオアシスのようなものでした」ポー
ル ハリスはロータリーの根幹ともなった、家
族と地域社会に対する意識が芽生えるようにク
ラブをつくり上げました。ロータリーは、四人

の創設者で始まり、今では か国におよびます。166
家族に手を差し伸べ、参加を勧める

この 周年の年度も、ジョナサン マジィアベ 年度国際ロータリー（ ）会長によって始められたロ100 2003-04 RI
ータリー家族推進計画を引き継いでいきたいと考えています。 月を家族月間と決めました 「奉仕の機会として12 。
の知り合いを広めること」というロータリー綱領の第 を強調しています。 会員たちは病気のロータリアンを訪1
ねたり、配偶者や子どもたちに奉仕活動や親睦のための行事に参加するよう勧めたり、家族の中にいる会員候補者
にロータリーに入会するよう誘ったりすることもできます。
ファーストネームで呼び合う

私たち自身の家族をロータリー家族に統合することも大事です。ロータリアンが家族たちを一緒に連れてくる場
であるべきです。各ロータリークラブや地区は、すべての会員の心を打つ、いろいろな奉仕活動や特別な社会的な
活動を提供できます。もし私たちが、子どもがいたり、とても忙しい若い会員層を引きつけたいと思うのなら、こ
れはとても大切なことです。

私は家族を最優先に考えるアメリカ南部の出身です。 人の子どもと 人の孫たち全員が車で行き来できる範囲3 8
内に住んでいます。私はロータリー家族の中で育ちました。 人の兄たちはロータリアンで、そのうち 人はクラ5 3
ブ会長を務めました。息子もまたロータリアンです。 ロータリアンになってからの 年の間に、多くの傑出44
した人々と出会いました。外国のクラブを訪ねたときですら、私は終始友人に囲まれていると実感します。 ポー
ル ハリスはかつていいました 「友情は、ロータリーを築く岩のように堅固な土台であり、寛容の精神は、ロー。
タリーを結びつけるものです 。 周年の年度に、あなたが世界で最も大きな家族の一員であることを祝ってくだ」 100

GlennE.Estess,Sr.2004-05 RI : 2004/12/1さい。 年度国際ロータリー会長 ( 指定記事 提供 ロータリーの友 )

中村啓二郎 地区世界社会奉仕委員長よりベトナム社会主義共和国、 幼稚園職員招聘Lieugiai
、 、国際ロータリー第 地区 年度 世界社会奉仕委員会は 国際ロータリーの揚げる国際識字運動として2610 2004-5

（生徒数 名、副校長 さベトナム社会主義共和国、 私立幼稚園Lieugiai 300 Dr.Tran Thi To Oanh,Nguyen Thanh Binh
） 、ん 通訳として さん をNguyenThuHuong 三人 金城大学短期大学部幼児教育学科で幼児教育の指導方針を学ぶ為に

しました。その研修内容については 及びあさがおテレビで放映され、開平成 年 月 日～ 日間、詔請16 12 8 17 NHK
校式には地区ガバナー近藤俊行氏、パストガバナー松尾久義氏、国際青少年交換委員長山本茂氏が出席しました。

一方、 コミュニティーランニングセンター教育を受けられない人や、学校に行けない子供達の教育の場として

CLC 150 Direotor Generl Mr.Sengthong（ ） （ ） （を 生徒数 名 にラオス文部省 －ラオス ビェンチャン県 地区VangVieng
）と を進めています。Nolintha 共同運営の準備

ラオス 近くの村に学校がなく 国際ロータリー第 地区では、 、予算も乏しく苦慮しているのが現状で、4000 2610
大人も子供も当センターで学ぶことができます。具体的な規模は、学習室 、その他 図が を建設すれば、CLC 4

書室、保健室等を備える寺小屋風のものです。地域の材料、構法を用い、建設費は を実施す300 万円程度で当計画
る為に平成 年 月 日～ 日迄、金沢工業大学 環境・建築学部長 水野一朗教授（設計）浦憲親教授（材16 12 26 31
料・構法担当）がボランティアとして出張し、現地の材料を使い環境にやさしい設計プランを作成します。このプ
ロジェクトを 位置づける為に是非、第 地区の各クラブ会員にその目的、趣ラオスの識字運動のモデルとして 2610
旨に御配慮頂き 。「書き損じハガキ」キャンペーンに御協力をお願い申し上げます
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点 鐘
杵屋喜(きねや)澄(きすみ)・百万石クラブアソング

ンサンブルによる素囃子 さくら、潮来出島

二木会長エレクト会長 挨拶
今朝 炭谷会長のお母さんがなくな
られましてました。お悔やみ申しあ
げます。クラブ当番の正月の金沢市８ロータリークラブの新年例会には早めに来られて分担をよ
ろしくお願いいたします。
木村幸生新年例会企画委員長 新年会の役割が若干変更になりました。点鐘の前に金沢伝統の素
囃子をいたします。少ない会員なので是非全委員参加でご協力御願い致します。早めにご出席下
さい。

メイクアウイッシュ・オブ・ジャパン 代表 祖(そ)泉(いずみ) 淳(じゅん)様 子どもゲストビジター紹介
夢フォーラム 代表 高木 真理子様 杵屋喜澄（きねやきすみ）様 宋有宰（ソン・ユウジェ）様 米山
奨学生 パジュラチャリャ・ソバナさん （シルビア ベヒター）さん・・・ 石丸会員同伴）Sylvia Waechter （
坪倉かなうさん・・ 吉田昭生会員同伴） 荒木佳子（玉とみ）様・・ 二木会員同伴） 中泉薫様・・ 土田（ （ （
会員同伴） 福間真佐子様・・韓国語講座 魏ひろあき君、さゆみちゃん ゆうき君、ももかちゃん 石丸
恭子（たかこ）夫人、北山真美（まみ）夫人 木村恵利子夫人、 木場裕美子様、聖也（せいや）ちゃん 優也
（ゆうや）ちゃん 村田順子夫人、村田百合様（お母様） 吉田加代様（吉田昭ご令嬢） 吉田千代子(吉田光

穂夫人）
乾 杯

《 食 事 宴会》

￥ 本年度ニコニコＢＯＸ 28,000
390,372合計 ￥ 残高 ￥334,000 4,

8,676（オークション、罰金貯金箱＝￥
半期分を含む） オークション金額

¥189,620
※メイクアウイッシュオブジャパン・子ども夢フォーラムへ各５万円寄附

木場会員作の着物を着てきました。良い着心地です。 皆さん、一年間二木会長エレクト 魏 幹事

有り難うございます。来年も宜しくお願いします。１月６日金沢８ＲＣ新年合同例会は、我が百万石

、 。 、 。ＲＣがホストクラブとなりますので 是非皆さんのお力で成功したいと思います どうぞ よろしく

お陰様で、又忘年例会の日となりました。クラブの発展をお祈りします。今晩は、ドレ石丸会員

スデン市のシルビア・ベヒターさんを招待しました。 本日は、一年ぶりのＸ’江守巧・道子会員

ｍａｓパーテイです。来年もよろしく。 今年は、いろいろとご迷惑をおかけしました。大沼会員

木場会員 北山会年忘れ例会を祝して。金沢百万石アンサンブルの演奏を楽しみにしています。

本年も大過なく過ごせました。感謝です。 今年も一年御世話になりました。楽員 木村陽子会員

しいクリスマス例会になりますよう。又、素囃子聞いて頂き有り難うございました。 久竹田会員

西村会し振りに家族と参加させて頂きました。皆さまと共に思い出に残る一夜になりますように。

チャリテイーオークションが、楽しみです。 今年もあっという間に過ぎようとして員 水野会員

、 。 、いますが 来年もよろしくお願い致します 今年一年村田会員

吉皆様ありがとうございました。来年も宜しくお願い致します。

今年一年会員各位のご協力に感謝申し上げます。楽し田昭生会員

い忘年会を祝して。

その他予定 例会
年忘れ例会12/16
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

忘年例会314 回
ホテル日航 Ｆ4

％出席 29/39 74.35
76.42８月修正出席率

2004.12.16
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点鐘

スマトラ地震 津波の大災害にご援助を

会員から寄付された品を競りにかける

シルビア ベヒタ
ドイツドーさん

レスデン市

メイクアアウイシュの祖泉氏とチャイル
ドラインにお高木氏

ビンゴゲーム坪倉かなうさんと浅田会員

向かって左端の杵屋喜澄さんと斎木、木村
会員

同伴例会ご案内
日 時 １月２０日（木）１９：００～（通
常例会）卓話は、１９：３０頃の予定です。
場所 ホテル日航金沢３Ｆ 孔雀の間
会費 ご同伴者 ２０００円 （食事込み）
卓話者 木砂 和久・かをる先生 ご夫妻
申込み〆切 １月１５日（土）

竹田会員、魏会員の子供さんも参加 で賑やか


