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ガバナー公式訪問
７月２１日（木） ・・・会長・幹事・会長エレクトのみ出席※ ～ 会長幹事懇談会17:30 18:30

・・会員全員出席※ ～ 通常例会・19:00 20:00
ゲスト 地区 ガバナー 菊池 龍雄 氏 ガバナー補佐 炭谷 亮一 氏2610

地区幹事 中川 幸一 氏

が菊知ガバナー、津田カウンセラー出席のもと７月３日に雑誌委員長会議
金沢の地場産業センターで開催された。委員長会議に先立ち雑誌委員会では地
区委員会も開催された。会議の要旨は次の通りです。
雑誌委員会（寺前委員長）

ガバナー及びカウンセラーのご挨拶の中にもあったように、一にも二にも
「ロータリーの友」を委員長さん初め全メンバーに読んでいただくように、各
クラブに働きかけをお願いしたいと訴えた。 その中で「ロータリーの友」
の読み方についても 「縦書きと横書き部分の内容の違いを理解して読むなど、
して下さい 」と助言された。。

が菊知ガバナー、津田カウンセラー出席のもと金沢の地場産業センタ７月３日にロータリー情報委員長会議
ーで開催された。
会議の要旨は次の通りです。
Ｒ情報委員会（中田委員長）

100地区組織の改革・クラブ奉仕部門Ａ及びＢとした意義の説明をされた後、次の
「 」 、年に向って ロータリーが 年続いたのもＲ情報委員会のおかげである として100

情報の収集と提供の重要性、クラブの活性化と会員資質の向上をいかにするかをテ
ーマに助言された。

韓国ホームステイ 青少年交換プログラム
（金）小松空港出発 → ソウル着 着（ＪＡＬ 便）7/29 15:20 17:10 993
（月） ソウル発 → 小松着 着（ＪＡＬ 便 。8/1 12:25 14:05 994 ）

14 H3.4.8氏名 嘉門 安広（かもん やすひろ） 男 歳
17 S.63.5.31大平 健太郎（おおひら けんたろう）男 歳

※江守会員のご紹介

クラブホームページが更新されました。会員随筆募集中
随筆は「 をご覧下さい会員の広場」
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例 会 予 定
皆口倫子さんミス百万石（ 代目）7/14 24
ガバナー公式訪問7/21
プリンツ・中田留美子ご夫妻7/28
遠藤将光氏 金沢医療センター心臓8/4

血管外科医長「小学校における禁煙指導

の実情」
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点 鐘
『 手に手つないでロータリーソング

』
四つのテスト 二木会長

次の例会はガバナー訪問挨拶
皆の日ですので、是非ご出席下さい

＊３カ年 西出席顕彰をいたします。
。村邦雄会員 ＊１カ年 江守道子会員

（卓話者） 第２４代 ミス特別ゲスト
百万石 皆口倫子（みなくち みちこ）様 （卓話者ご友人）木戸絵倭子（きど えいこ）
様 川規美代（かわ きみよ）様 石川第一分区Ｂ ガバナー補佐 炭谷 亮一様

なし 《 食 事 》ヴィジター紹介

要覧ができました。 本日は例会後理事役委員会報告： 野城勲 幹事報告
員会です。

クラブホームページをどうやら書きかえました。最近の個石丸幹夫会報委員長
人情報保護のため会員の紹介は簡単にしました。写真はやめて職業分類のみにし
ました。また会員の広場を見て下さい。皆様の随筆をお願いいたします。なおパスワードが
かかって入るのもあります。パスワードは＊＊＊＊＊です。

。 。池田裕之会員：中学生の職場体験受け入れ先をさがしています パンフレットを見て下さい

ニコニコＢＯＸ
6 000 41,000 4,735,705-￥ ， 本年度合計 ￥ 残高 ￥

皆口倫子様の卓話楽しみにしています。 ミス百万石の皆口さん、ようこそい二木会長 江守巧・道子会員

らっしゃいました。 皆口さん お久しぶり。卓話楽しみにしております。東山会員

第 代ミス百万石 皆口倫子 様講話の時間 『金沢時間』 24 （みなくちみちこ）
プロフイル： 珠洲市出身 生1977

、 、金沢を代表する公人として 金沢の魅力を内外に伝えるとの事でして
県外に出張することが多く、またＴＶとステージではアッピールの仕方が違うことがわか
りました。表敬訪問では其の土地の事を勉強する必要があります。ＴＶではお人形でなく
生身を伝えたいと考えました。ラジオでは声が頼りですがつとめて笑顔で台詞の棒読みに
ならないようにしました。ステージでは皆さんも一緒に参加出来るように気配りをしまし
た。金沢時間の意味はルーズなことでなくて、文化的ニュアンスを持っています。金沢文
化は県外に出てわかりました。例えば和菓子、これ金沢人はとても愛して日常に使用して
いる事です。
Ｑ＆Ａ 応募は自分を変化して見たかった

からで、幅広く人達と話しあってきめました。 金沢の歴史は市か
ら山の様なパンフレットをいただきました。又見学の便もはかって

。 。下さいました 出動は月２回か忙しい時は月の半分にもなりました
待遇は余りよくありません。奉仕で全く報酬をいただかない団体

もありました。私の職場の協力も大変でした。珠洲の観光はあまり
ない方ですが、いいところです。県外での金沢時間についての反応
はわかりにくい。しかし、金沢は大変変化の多い街です。特に食文

点 鐘化のレベルは高いと思います。

回339
3Fホテル日航

2005.7.14
％出席 19/39 48.7
％5 月修正出席率 70.00

炭谷ガバナー補佐

１カ年皆出席の江守道子会員 ３カ年皆出席の西村邦雄会員


