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2007国際大会の開催都市に アメリカ・ユタ州ソルトレイクシティー、 国際ロータリー ＲＩ 理事会は（ ） 、
年国際大会の開催都市に、アメリカ・ユタ州ソルトレイクシティーを選出しました。同年 月 ～ 日、最先端6 17 20
の設備のあるソルトパレスコンベンションセンターを会場として開催される予定です。

『ロータリーの友』では、 月号から「私の好きな一字」欄を新設し、会員の皆さまが「私の好きな一字」 7
心に抱いている一字をご紹介しています。原稿要領は下記の通りです。
いつも心にある「一字」を肉筆（自筆）でお書きください（ペン・筆・マジック・その他、何を使って書かれても
かまいません。また用紙は問いません 。なお、お送りいただくときは、用紙に必要事項をご記入の上、肉筆で書）
かれた「一字」に折り目がつかないようにしてください。文字の大きさは問いませんが、大きい場合は、縮小して
掲載させていただきます（掲載サイズは、縦組み「私の宝物」欄の写真の程度を目安にしてください 。）
その他必要事項：別紙に地区番号・クラブ名・お名前・その字が好きな理由（ 字以内）締め切り：随時100

年に日本の大阪ロータリークラブは、四つのテストをバナーに印刷した最初のクラブ四つのテストと傘 1954
となりました。また、日本の別のクラブでは、にわか雨に降られてしまった通勤客たちに傘を貸し出すプロジェク
トを開始しましたが、ある会員は、通勤客が借りた傘を返してくれるかどうか自信がありませんでした。そこで、
別の会員が、傘の内側に四つのテストを印刷することを提案しま
した。数か月後、傘は数多くの人たちに利用され、すべて返却さ
れました。四つのテストは、人々の心の中に深く刻み込まれ、目
に見える形で表現されています。

・・・参加者：村田、江守巧、道子、金、西村、蛍の鑑賞会
斉木、宮本薫子、相川

深谷温泉の近くの田んぼや川、杉林のあたりに
いっぱい蛍を見ることができました。村田会員の
お誘いのお陰で、この時期にしか見られない蛍を
見ることができ、皆さん、童心に返って真っ暗闇
の中、ワイワイ楽しかったです。また、来年も・

・・深谷温泉で一泊して

（ ） （ ）お知らせ 7/2 16:30 21日 ライフ＆ファッション創衣 金沢市アートホール 藤舎真衣さん等 斎木会員推薦
（土） コンサートホール 優秀なジュニアのピアノとＯＫＥ共演（東海林会員推薦）7/29 18:30
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『まちづくりとＮＰＯ（非営利組織 』）
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点鐘
「手に手つないで」SONG:

四つのテスト
本日はクラブフォーラ会長挨拶：

ムの日ですが、出席者が少ないで
すね。

小矢部ＲＣ 桜ビジターの紹介：
井森夫様、福島正力様 金沢ＲＣ
小杉 康夫様 金沢西ＲＣ 高木
利定様 金沢南ＲＣ 神谷昌利様

金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二様 金沢みなとＲＣ 松川篤裕様

小矢部ＲＣ 桜井森夫様、福島正力様次年度地区大会のお願い
福島正力様 荒川ガバナーのメインイベントの地区大10/21 22～

会をメルヘンの街 小矢部市にておこないます。 には記念のゴ10/20
ルフ大会もいたします。ロータリーの友情を深めるためのよい機会で
すので、是非多数ご出席下さい。
桜井森夫様 会場はインターから ～ 分の所です。 にはセ3 5 10/22

ーラー・マリ・カミングス氏の記念講演があります。街作りに貢献し
た米国人女性です。大谷中学校の大講堂です。

例会後希望者で「蛍鑑賞会」をしま村田祐一会員：
せんか？１７日に二俣に川魚を食べに行った帰り道、二俣より５－６分金沢よりのイタリアンのお
店（北山先生ご推薦）の周辺で源氏ボタルが乱舞していました。森本の医王病院のの周辺でも見れ
ますので例会場から車で２０分くらいかと思います。ご希望の方連絡ください。

《 食 事 》
15,000 946,000 4,986,910（ニコニコボックス）- ￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥

次年度地区大会のお願い クラブフォーラムです。自由な意見をお小矢部ＲＣ 桜井、福島様 二木会長

。 。 、 。願いします どうやら今年度のロータリーも終わりに近づきました 来年度は またよろしく石丸会員

地区大会は、小矢部ＲＣの方にお世話になります。 ようこそ、小矢部ＲＣの皆様江守巧・道子会員

昨日佐賀北ＲＣにメーキャップしてきました。暖かく迎えて頂きました。金沢のクラブに比べて素北山会員

朴な感じがしました。 先日 韓国の世宗（セジョン）ＲＣでメークしてきました。金 会員

今期がもう少しになりました。クラブフォーラムですが国際奉仕として反省することばかりです。斉木会員

久しぶりに出てまいりました。宜しくお願い致します。東海林会員

クラブフォーラム 一年を振り返って講話の時間
時間的に早く来なければんりませんので大変でしたが何とかがんばりました。例会委員会 谷伊津子：

なかなか早めに来れず相川晶代さんには大変面倒をおかけしました。でも最近は少し早いです。ＳＡＡ 金沂秀：
、 。会報委員会 石丸幹夫：創立以来の仕事ですが いつかは次の方になるべく早くわたしたいといつも思っています

いろんな会報資料の入ったパソコンでも造ろうか？ハードディスクではどうかなど思案しています。まあこの役を
していれば、他の仕事があまり来ないのが良いことです。

、 、親睦委員会 木村陽子副委員長：委員長の東山先生はご欠席が多く ご一緒したのはクリスマス例会のみでしたが
金沢の文化を考える会を出来無かったのが残念です。次年度でも主計町の訪問を考えています。

RC RC25友好委員会 竹田敬一郎： 東京世田谷中央 とは平家物語の事、１０周年の東京訪問、また韓国南光州
名来日など沢山ありました。特に世田谷中央の職業奉仕のビデオ編集は大変見事な企画とできばえでした。

対外広報です。斎木さんにサポートしてもらいました。広報委員会 北山吉明：
木場紀子委員長でしたが、予算は使いませんでした。来期は２万円の予算でやります。辞選好委員会 吉田昭生：

める人の悩みを聞こうと思います。
例会で大沼俊昭会員の「浄土真宗とはなんぞや」はよい話しでした。今度は吉田さ職業奉仕委員会 村田祐一：

んの「浄土宗について」おききしたいと思います。禁煙とロータリーですが、南クラブで卓話をしました。金沢市
医師会では校医が使う禁煙ＣＤを用意しました。斎木委員長は禁煙のための小学生出前講話も考えています。

ちょっと気になる…」というテーマで３回講演会を開催した。魏賢任会員の「日社会奉仕委員長 竹田敬一郎：「
中関係の現状と今後 、韓国新潟総領事の「アジア通貨危機時から現在までの韓国経済」北陸財務局の方の「我が」
国の財政の現状と課題」など

国際奨学生の方と付き合ってみて、少しでも寄付してあげたい気持ちです。私はＲ財団と米山奨学会 江守道子：
これにロータリーの意義を感じています。皆さま 出来るだけご協力下さい。

ニート問題です。次年度は職業支援について、考えます。ニートとフリーターの間には新世代委員長 西村邦雄：
溝があります。ニートがフリーターになるには時間がかかります。

Ｒ財団へ年間一人 ＄の寄附を達成する為、半期５０００円／１人 集める。二木秀樹会長・江守巧次期会長： 100
点鐘理事役員会では決定済であるが、出席会員からの承認を得る。

ホテル日航５Ｆ381 回
2006.6.22

19/38 50.00%出席率
7.72%5 月修正出席率 8


