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理事会記録はホームページの会員の広場を見て下さい

。ガバナー公式訪問がおこなわれました
７月２１日（木） ホテル日航５Ｆ※ ～17:30 18:30

・・・会長・幹事・会長エレクトのみ出席会長幹事懇談会

親睦委員会よりの飲み会のご案内
今年度より会員相互の親睦を深めるため、毎月第４週目の例会終了後に 飲み会を催す事になりました。その第

７月２８日一回目を下記の通り行います。参加は ご自由ですのが 奮ってご参加頂ければと思います。日時
※毎月第４週目の例会日（木 ・・・例会終了後）

日 を日航ホテル 今年度は として開催します。ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞとしてのＩＭ（都市連合会）2/12( ) 当クラブがホストクラブ

碧い大気
青い海 蒼い大地 Kanazawa Million Weekly Bulletin No. 0340 7.28 2005

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku

・

2005～2006
(役員 二木秀樹 （役員 江守巧理事・役員 会長 ： 会長ｲﾚｸﾄ ：） ）
（役員 （役員 野城勲副会長 ： 幹事 ：） ）北山吉明 宮永満祐美

池田裕之 吉田光穂副幹事： 会計： 直前会長： クラブ奉仕委員長：水野陽子 金沂秀 炭谷亮一
村田祐一 斎木妙子 西村邦雄職業奉仕委員長： 社会奉仕委員長 国際奉仕委員長： 新世代委員長：：竹田敬一郎

吉田昭生 谷伊津子 北山吉明監査： 例会： ： 情報： 広報：SAA RC金沂秀 東海林也令子
石丸幹夫 炭谷亮一 木場紀子 （木村幸生）会報： 増強拡大： 修練選考： 企画：前田宏智
東山卓嗣 市島明子 大沼俊昭親睦： 友好：（木村陽子） 江守道子R 財団及び米山委員長： 地域発展：

相川晶代(事務局)
5F 920-0853 2-15-1 T076-234-1111 19 00例会場 ホテル日航金沢 〒 金沢市本町 例会日時 木曜日 ：

1 2F 920-0852 3-2 T262-2211 F262-2241事務室 ライブ ビル 〒 金沢市此花町
E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp URL http://www.hokuriku.ne.jp/million/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

土日祝日事務局執務時間 月火水金 ： ～ ： 木 ： ～ ： 休憩時間 ： ～ ： 休日10 00 16 00 15 00 20 30 12 00 13 00

ようこそロータリーへ
一生懸命やります

新会員紹介
宮本薫子さん

MIYAMOTO KAORUKO
No 66会員

入会 生H17.7.21 S41.1.20
美容業
㈱アキトカンパニー代表取締役
社長

920-8012 10-1 T291-9888 F〒 金沢市本江町
URL www.akito-g.jp291-9889

921-8031 10-1-13自宅〒 金沢市高柳
T F 076-251-1331＆

kaoruko.m@sweet.ocn.ne.jpE-mail
趣味 旅行、ゴルフ
推薦人 浅田会員 岩倉会員
家族 独身

例 会 予 定

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血管外科8/4
医長「小学校における禁煙指導の実情」

理事・役員会8/11
「休 会」8/18

向かって左から中川幹事、菊知ガバナー、炭谷ガバナ
ー補佐

向かって左から江守会長、二木会長、野城幹事
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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
まだ梅雨明け出ないようですが、会長挨拶

快晴の楽しい日を迎えたいです。
浅田会員：
新会員の宮本薫
子さんを紹介い

たします。私が 才で定年退60
職しました会社の社長です。

ユニークで面白い方です。おつきあいよろしくお願いします。
地区ガバナー菊知龍雄氏 ガバナー補佐炭谷亮一氏特別ゲスト 2610

地区幹事 中川幸一 氏
ロータリーバッジの授与 宮本 薫子（み新入会員の認定

㈱アキトカンパニー代表取やもと かおるこ） 職業分類 美容業
（食事）締役社長

昨年度は韓国やソバナさんの委員会報告 吉田昭生会員：
ネパール訪問をしましたが今回は魏賢任会員の中国福健省
の訪問をしたいとおもいます。計画は４泊５日です。黄檗
宗の大本山もあります。多くの方参加して下さい。木村さ
んに日程を組んでいただきました。来年は金沂秀会員の故
郷訪問はどうでしょうか？

南光州ＲＣとの青少年交換は光州の李承采氏の所にお世話になります。金沂秀会員：

39 000 80,000 4,774,705ニコニコＢＯＸ ￥ ， 本年度合計 ￥ 残高 ￥
菊知ガバナー 中川地区金沢百万石ＲＣの活力に敬意を表します。この一年宜しくお願い申し上げます。

幹事 炭谷ガバナー補皆さんこんにちは。ガバナーに同行しました。これからも宜しくお願いします。

ガバナー補佐として今日は参りました。宜しく。 菊知ガバナー、中川地区幹事、炭谷ガ佐 二木会長

バナー補佐をお迎えしていろいろ勉強させて頂きます。宮本新会員をお迎えして。 菊知ガバ野城幹事

ナー、中川地区幹事様、本日は宜しくお願い致します。 宮本薫子新入会員を宜しくお願浅田会員

いします。 余り来れなくてすみません。 今回初めて参加させて頂きます、宮本と申し宮本薫子会員

ます。どうぞ宜しくお願いします。 宮本様、新入会歓迎します。どうか十分、会をエンジョ炭谷会員

イして下さい。 菊知ガバナーをお迎えして、この一年又宜しくお願い致します。宮本さん、よくいらっしゃいま石丸会員

した 菊知ガバナー、ようこそ。 菊知ガバナーようこそ百万石へ 菊。 江守巧・道子会員 大平会員 木村陽子会員

知ガバナーをお迎えして。 菊知ガバナーをお迎えして。 菊知ガバナーさん、一年間宜しくお願い水野会員 村田会員

します。 菊知ガバナーをお迎えして。宮本会員、ようこそ百万石へ。宮永会員

「職業奉仕とロータリー」 地区 菊知龍雄ガバナ講話の時間 2610
ー
職業奉仕についてのさわりだけのお話をしま
す。人の生活集団小さい時は一人でなんでも
しなければなりませんが次第に大きくなると
分業が始まります。此の集団をうまく維持す
るには愛情が無くてはなりません。家族友人
から広く人間への愛情です。
親睦派と奉仕派の可成りの相克がありました
が、ポール・ハリスは全米連合会で初めて其
れまでの親睦集団から奉仕集団へと目的をし
め し

Herbert Jました。そしてその後
氏の４つテストが提唱されTaylor

たわけです。此の原点は聖書にあ
りますが、いろんな宗教者の意見
をきいて 宗教から離れて書き上
げられました。 ロータリーは宗
教に偏らない合理的社会であり、
いわば説得可能な社会です。
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ロータリーに奉仕の理念が登場1906 年

ロータリー発祥の頃の理念は親睦であった 年全米連合会にて 奉仕を1910


