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● 。関場慶博ＲＩ協議会ＳＡＡから、２００５～２００６国際協議会報告の一部です
「ロータリーの奇跡」と題して、会員組織のお話がグレン・キンロス元 会長からありました 「ロータリーの仕RI 。
事にはより多くの会員が必要です。しかし、誰かがクラブの の話になると、話題を変えましょう、という会員増強
反応がすぐさまに起こります。確かに、ロータリーにはもっと心地よい話題が他にたくさんあります 「ロータリ」
ーの重要な要素は会員です。会員がいなければ何もできません。会員があってこそ、ロータリーが望むことのすべ
てが可能になるのです 「会員増強の第一の障壁は、無関心、現状維持、排他性にまとめることができます 「ロー」 」
タリアンの中には、会員増強という言葉を聞いただけで、すぐにロータリーに入ろうと列をなしている大勢の人々
を連想する人がいます。会員であることを特権だと思っている人にとって、そのような考えは極めて忌まわしいも
のです。このような人たちは、自分が特別な会員であることの威光が危機にさらされることを恐れるのです 「会」
員の中には、ロータリーが極上の人たちのための極上のクラブだと考え（まあ、それ自体は本当のことですが 、）
ロータリーに他のすばらしい人たちが参加することはとんでもない事だと考えている人もいます。会員が増えるこ
とで自分たちの地位が脅かされると懸念し、会員増強に反対を唱えるのです」

お知らせ次年度ＲＩ会長と 地区ガバナー2610

金沢百万石ロータリー主催チャリティコンサート
（日) から 石川県立音楽堂 邦楽ホールH17.4.23 14:00

テノール北山吉明 フルート田代真佐子 ピアノ中田
佳珠 三味線前田宏智 唄金沂秀

後援 北国新聞社 北陸放送 開進堂楽器

（木）日３月定例理事・役員会のご案内 3/10
議件：①ネパール援助について②チャリテイコンサート

について ③英語で例会（案）④その他 ガバナー補佐訪
（木）ガバナー公式訪問 （木）問 7/7 7/21

についてMatching Grant
から がありましRotaryFoundation #54884 で承認

RC RC RCた。韓国南光州 、金沢百万石 、京都北東
米国 共同の韓国光州における 老人障FortWayne RC

当クラブ害者の為の 入浴バスの購入にあてられる。
1500 ,FortWayne RC2000 ,は ＄3000 , 京都北東 ＄ ＄

RC6865 ,3710 8000 ,南 光 州 ＄ 地 区 ＄
＄で です。RotaryFoundation14680 合計 ＄36045

その他予定 例会
田中孝芳会員 理事・役員会3/10
米山奨学生 ソバナさん3/17
会場変更例会 於：浅の川画廊3/24
“ネパール”スライドショー 吉田昭・宮本会員3/31
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次期会長Stenhammer RI 菊知龍雄次期ガバナー
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点 鐘
“ 我等の生業 ”ロータリーソング

ト四つテス
マスコミは清廉潔白で民主的であるべきです。テ会長 挨拶

レビ局とライブドアの問題も偏っているようです。ゲストのご
紹介をいたします。

Ｍｒ．ＸＵＥＣＡＩ ＺＨＥＮＧ特別ゲスト
（シドニーより魏会員のご親友）

金沢東ＲＣ 松木浩一 会員、ヴィジター紹介
岩城 紀男 会員 金沢北ＲＣ 中田 秀雄 会
員 金沢香林坊ＲＣ 大西喜章 会員

５名 ６日 江守 巧今月の誕生者の紹介
会員 ２０日 竹田 敬一郎 会員 ２６日 山
崎 正美 会員 ２７日 大沼 俊昭 会員 ３
１日 野城 勲（いさお）会員
乾 杯 《 食 事 》

幹事報告・委員会報告 北山
（ ）吉明社会奉仕委員長 4/3 日

の「日本の歌」のチャリティ
コンサートにはよろしくお願いいたします。

に 地区（韓国光州）石丸幹夫地区友情交換委員長 4/15~18 3710
の地区大会参加をよろしく。

ロータリー 周年のアグネススチャンの講演は素晴魏賢任幹事 100
らしく感動的でした。涙が出そうでした。

￥ ， 本年度合計ニコニコＢＯＸ 11 000
430,246 4,486,618-￥ 残高 ￥

、 。炭谷亮一会長 浅田さん 今日は是非おもしろい卓話をお願いします

みなさんこんばんは。お久しぶりです。先週水曜魏 賢任幹事

日の第２６１０地区の「１００周年を祝う会」でのアグネス・チャン

さんの講演はとても感動的でした。浅田会員のお話を楽しみにしてお

ります。今日、オーストラリアから１８年ぶりに会う親友が参りました。どうぞ、宜しくお願いしま

す。 浅田さん、お話を楽しみにしています。 浅田さんの卓話楽江守巧・道子会員 大平政樹会員

しみにしております。 初めてインフルエンザで一週間も寝込みました “健康”は宮永満祐美会員 。

ありがたいですね。病み上がりでしたが、狂言の発表会で大名の役をしました。笑いが取れてハッピーでした。

浅田 明晴 会員講話の時間『 私の生き方と仕事 』

１月１日生まれの 才です。金沢で55
生まれ金沂秀さんと同じ森山小学校をで
ました。工業高校を出て津田駒に就職し
ましたが、 才で辞め営業の仕事にはい21
りました。そこで美容師の家内にであっ
たわけです。金箔の職人になった事もあ
ります。 才で女性の下着の営業マンの29
育成の仕事をしました。
現在はエステティクと外国人のショークラブを経営しています。

～ 才は販売のプロとして会社でがんばりましたが、ある日突然、勤めていた30 35
会社が倒産しましたので、独立し、アキトカンパニーを設立しました。根拠地の建
物も借金でつくり、がんばりました。優秀な社員が社長になりましたので私は
暇になりました。エステ事業は東京八重洲口に出もと思いましたが、難しく、熱海

のリゾートホテルにだしました。外国人のショーパブも法律的にはいろいろ制限が厳しいのですが、トントンに話
、 。 、 。が行き 経営しました 現在はアキトカンパニーを退職し 退職金をショーパブにつぎ込んでみたいとおもいます

通産省の職業分類にはエステはなかっのですが、現在は大分認められました。ショークラブの人材の法律がまだ未
お詫び：会報 号例会便り の現代の名工のお祝いは二木秀樹会員です。整備でピンチです。 点 鐘 320 4/7

回322
ホテル日航 ﾛｰｽﾞﾙｰﾑ30F

ひなまつり2005.3.3
％出席 22/40 55
％１月修正出席率 86.88

水野会員の作品ひな人形


