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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お知らせ
例会終了後は酒盞懇親会です。多くの出席を！（ ）※毎月第４週目の例会日 例会出れなかった人も

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

です。8 月は、会員増強および拡大月間
「 年手続要覧」第 ページ「ベネファクターおよび遺贈友の会の認証」の中に誤記がありましたことを、2004 138

心よりお詫び申し上げます。
誤→「恒久基金に米貨 ドル以上の無条件寄付を行った人は、管理委員会からベネファクターとして表彰され10,000
る」
正→「恒久基金に米貨 ドル以上の無条件寄付を行った人は、管理委員会からベネファクターとして表彰され1,000
る」となります。 年 月 日2005 7 25

月号に というテ原稿募集 月の「職業奉仕月間」に因み『友』誌では、 「あなたにとっての職業奉仕とは」10 10
ーマで、ロータリアンの皆さまのご意見を掲載したいと考えております。
つきましては、皆さまが「考えている職業奉仕とは 、または、皆さまが「実践している職業奉仕」について、下」
記の要領にてご原稿を頂戴いたしたくお願い致します。

掲載月 年 月号 締切日 月 日 字数 字以内 お顔写真 一葉（カラー写真）1. 2005 10 2. 8 25 3. 600 4.
105-0011 2-6-3 abc 8 hensyu@rotary-no-tomo.jp送付先 東京都港区芝公園 会館 階 ロータリーの友事務所または、

2005 年5 月20 日理想的ロータリー･クラブの条件案
、この度 としてどのような項目があるかクラブ強化推進委員会で検討し、以下の通り「理想的なロータリー･クラブの条件案」
その案を纏めてみました｡ 第2 期クラブ強化推進委員会
全般

ロータリーの綱領の重要性を理解し、全体をバランスよく実践している｡ .国際ロータリーのテーマをよく理解している。1. 2
.地区内のモデル・クラブとして卓越したクラブを目指している。 .ロータリーにおける全ての活動に会員は意欲的である。3 4
.ロータリーのバッチをいつも着けている。 .年間平均９０ ％以上の出席率を目指している。 ゲス5 6 7.クラブ奉仕－出席

トのためにも、出席率のためにも年間の例会変更が安易に行わない。
クラブ奉仕－親睦
.全会員がロータリーの基本である親睦と奉仕を常に心得ている。 .親睦活動が活発で、しかも和やかな雰囲気である。8 9
.クラブ内に派閥をつくらない。 .会員が声を掛け合う（挨10 11

拶や名前を呼ぶ）比率が高い。 会員や配偶者の誕生日、12.
結婚記念日を例会で祝う。 会員の配偶者が時々例会に13.
出席したり行事に参加する。

碧い大気
青い海 蒼い大地 Kanazawa Million Weekly Bulletin No. 0343 8.18 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
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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

例 会 予 定
「休 会」8/18
「加賀の金工」江戸～明治まで 前田宏智会員8/25

懇親２次例会 ホテルイン ラズベリー14F
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点 鐘
『それでこそロータリーソング

ロータリー』
四つのテスト

前田宏智さんは伝統工会長挨拶
芸のお仕事で大変忙しく、講話は本
日は出来なくて、その代わりフリー
トーキングの会にします。ロータリ
ーについては懸案事項も沢山ありま

す。 の会長会では幽霊会員が可成りいてどうすべきか、歓迎との話しもありました。金8RC
沢 は伝統もあり、規模も大きく、学ぶことも多く、参考になりました。RC

なしヴィジター紹介
（※先週紹介できませんでした ）２５日生まれ 西村 邦雄会員今月の誕生者の紹介 。

《 食 事 》
例会後に理事役員会がありますので、残っ幹 事 報 告 ・ 委 員 会 報 告 野城勲幹事

て下さい。

ニコニコＢＯＸ
￥ ， 本年度合計 ￥ 残高 ￥ (内ラオス支援金：￥ ， ）6 000 125,000 4,819,705 24 000

伝統工芸作家の皆様の入賞を念じています。 本日は、ニコボックスは少ないような気二木会員 石丸会員

がします。炭谷ガバナー補佐の健闘をお願いして。皆様会員増強も頑張ってください。 今日は江守巧会員

小生 １人で来ました。韓国へ行って来た大平君と嘉門君は ものすごく感動したようで送った私達もとても

嬉しく思いました。

魏賢任会員との中国訪問の旅へどうぞ
木村幸生会員： （日）出発で、魏賢任さんがグルメの企画をしてく10/23
ださいます。残り４席ありますので。ご参加ください。

（日） 小松空港－浦東空港－虹橋空港－アモイ10/23
（月） アモイ観光 本場の料理を10/24
（課） 泉州－福州 名物料理を10/25
（水） 福州－上海 上海料理10/26
（木） 浦東空港－小松10/27
グルメとエキゾチックなコロンス島や南普陀寺などを観光します。

講話の時間

司会 金沂秀 “ フリートーク ”SAA
光州 会長からのお話ですが、今回の光州訪問の大平君と嘉門君は大変ハキハキしていてよRC

かったとのことでした。そして二人は向こうの暖かいもてなしに感動したとの事です。
石丸幹夫：青少年ホームステイ交換事業は南光州 の姉妹提携の最大の目玉でもあり、そのたRC
めに百万石ＲＣとつきあっているのですから、こちらも真面目に企画運営すべきです。
江守巧：こんなに簡単に宮廷料理をたべられるとは
西村邦雄：第４例会後の親睦飲み会の場所は
吉田昭生：ラズベリーでやっては メーキャップにしてはどうか。
金沂秀：中国の次は韓国慶州訪問はどうですか？

---- ----：ロータリーの友は会員に購入義務がありますが、読んでおられない方はおられますか？ 何人か挙手あり、
自分の知らない所での奉仕記事などや統計やご挨拶などは興味が湧かないかもしれませんが、せめて自分の委員会
の関連記事は見て下さい。
西村邦雄：幽霊会員の件はどうしたら良いか。

点 鐘

旧ポールハリス邸をロータリーで保存しようカムリーバンク基金にご協力を！
ポールハリスは、ロータリークラブ創立後１９１２年に結婚してシカゴ郊外に家を購入した。死亡までの３５年

間の一生を過ごしたカムリー・バンク（旧ポールハリス邸の通称）が、スコットランド出身のジーン夫人の郷里と
環境がにていることから愛称された。多くのポールを慕うロータリアンが最近「ポール夫妻基金」を設立し、死後
人手に渡っていた旧宅を記念館として購入される。多少の借入金と運営費に日本のロータリーとしても、主旨に賛
同しクラブ単位でガバナー事務所をとおして献金する。当クラブとして、２５日の例会に募金箱を回しますのでご
協力をお願いします。

回343
3Fホテル日航

2005.8.11
％出席率 18/41 43.90
％7 月修正出席率 79.62


