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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。

「クラブリーダーシッププラン」について
年 月のＲＩ理事会ハイライトによりますと 「理事会は推奨ロータリークラブ細則を改定しました。改定さ2004 11 、

れた細則は、４大奉仕をクラブ活動のための哲学的そして実践的な基本的枠組みとすることを明確化し、新しいク
ラブ委員会はクラブリーダーシッププラン（会員増強委員会、広報委員会、管理委員会、奉仕プロジェクト委員会
とロータリー財団委員会の常任委員会を伴う）に基づいて作られるように求めています 」とあります。。

クラブ会長付情報担当役員）各位地区役員各位

田中 のホームページ「ロータリーのPDG
源流

にhttp://www1.odn.ne.jp/~caz52570/index.htm
されていま標準クラブ定款・細則の公式翻訳が掲載

す。次年度準備のため、取り急ぎ必要な会長さまに
RID261001 05はご参考になると思います。発信者 ～

地区広報情報委員会委員長 佐味貫義ＲＪＷ地区委
DICO員、

その他予定 例会
ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 理事会1/27 韓国語講座休み

韓国語講座（齋木会員宅にて）2/3 休会
小嶋芳孝様 県埋蔵文化センター 理事・役員会2/10

韓国語講座2/17 大野様 北國銀行調査広報課
（水） １００周年を祝う会2/23
振替の為休会2/24
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点 鐘
『 』ロータリーソング 手にてつないで

四つのテスト
本日は多くのゲストが会長挨拶

いらしゃいまいたのでスピーチをや
めてご紹介いたします。先ず本日の
講師で特別ゲストの木砂ご夫妻はじ
めメイキャップの方々やご家族のご紹介をいたします。

卓話者…木砂 和久・かをる夫妻 岡井直道様 炭谷幸子夫ゲスト
人 スタッフの方々 村田順子夫人 木村恵利子夫人 東海林会員の
ご友人…松原純子様 韓国語講座…福間真佐子様、池内すみ様

砺波ＲＣ 市堰（いちせき）豊 様ビジター
金沢北ＲＣ 長谷川塑人様、磯野洋明（ようめい）様 渡邊 聡様

７名 １日 浅田明晴（あきはる）会員誕生お祝い
２日 二木秀樹会員、池田裕之会員 ７日 石丸幹夫会員
２１日 下村義明名誉会員 ２７日 大平政樹 会員
３１日 谷 伊津子会員
新入会員へのロータリーバッヂ贈呈

推薦者 金沂秀会員からご紹介
今後ともよろしく新会員の挨拶 田中孝幸新会員 中西快樹新会員

お願いいたします。
お二人を心から歓迎いたします。途中で辞めないで下さいね。会長

《 食 事 》会長 乾 杯
周年例へのご出席を幹事報告 100

48,000 382,000 4,438,372-ニコニコＢＯＸ ￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥
※下村名誉会員より２万円、ニコボックス頂きました。２／２０の例会のスマトラ島沖地震義援金 ￥１３，９００

木砂和久・かをる先生遠くオーストラリアから本当に良く来てください炭谷会長

ました。 大沼会員、先週の例会では、御世話になりました。新入会員炭谷会長

の中西さん、田中さんを歓迎します。 昨年１２月の母の葬儀に際し皆炭谷会長

様方のご厚情、本当に有り難うございました。 皆さん、今晩は。１／魏 幹事

６の金沢８ＲＣ新年合同例会が成功裏に終了でき、本当に有り難うございました。木

砂先生ご夫妻、ようこそ遠方からお越し頂きました。卓話を楽しみにしております。

中西さん、田中さんようこそ金沢百万石ＲＣにご入会され、心より歓迎しておりま

す。 あけましておめでとうございます。今年も宜しく金沢北ＲＣ・渡邊会員

お願いします。 事務局より誕生祝いのお葉書を頂きありがとう下村名誉会員

ございました。久し振りに出席しようと思いましたが、都合が悪くなりましたので。 木砂様石丸会員

を本日の講話にお迎えして。 １３日の例会。多くの会員のご参集を賜り有り難うございまし大沼会員

た。 大沼様、先週は有り難うございました。立派でびっくり致しました。木砂様の卓話、楽しみにしています。木場会員

宮崎会員 村田会員１／１５年賀ハガキの抽選番号で、一等ハワイ旅行、国内旅行が当たりました。パソコン・ビデオなど。

木砂和久様、お話楽しみに聞かせて頂きます。今年も皆様、宜しくお願い致します。 先週は、大沼会員のお寺様水野会員

で例会御世話になり有り難うございました。 本日の卓話者、木砂先生をお迎えして。 長谷川先生 ようこそ。

炭谷亮一先生と同級講話の時間 Australian Life 木砂 和久・かをる夫妻 夫人
生で、オーストラリアに移住して９年たちました。今クインスランド州に
いますが、その首都のブリスデンから のサンシャインコーストとい100km
うところです。気温は年間 °から °の温暖なところです。特徴は相14 37
続税が無いことで移住民が多いです。よくパーティあります。

オーストラリアではリタイヤメントは自然なものでありますが、木砂氏
初めて外国人が仲間にはいるのはそ
れなりに大変でしたが、ひとつひと
つ訂正しながら歩み寄る夫婦仲が大
切です。今のリタイヤ生活の良いと
ころは仕事のくぎりを考えない事、
又明日とする事が出来る、ヨットで
は時間を考えない生活である。 ス

ケジュールが無いこと。等です。 経済的には預金ためた。 オーＱ＆Ａ：
ストラリアの食べ物は安いが品物によっては日本より高い物もある。不動産

点 鐘は値上がりしている

回317
ホテル日航 Ｆ3

％出席 25/40 62.5
76.42８月修正出席率
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新入会の田中孝幸氏と中西快樹氏

宮崎会員 年賀ハ

ガキ一等でハワイ

旅行に


