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イエメンの保健担当官をポリオ撲滅の英雄に
世界ポリオ撲滅計画は、 月 ～ 日にかけてイエメン・サナアで開催したポリオ撲滅に関する会議で、ポリオ6 21 22
撲滅のボランティア活動中に交通事故で亡くなったイエメンの保健担当官アデル・モハンマド・ハッサン・アルジ
ェブリ氏を英雄としてたたえ 「 （ポ、 PolioEradicationHeroAward
リオ撲滅英雄賞 」を授与。このことがスーダンのポリオ・プラス委員会委員長により国際ロータリーに伝えられ）
ました。
イエメンの保健大臣はこの賞を亡くなったアルジェブリ氏の父に手渡し、彼の家族に政府、そして世界ポリオ撲滅
計画の感謝と哀悼の意を表しました。
賞状と賞金を授与する今回の表彰は 「 （ポリオ撲滅英雄基金 」から授与されます。、 ）Polio Eradication Heroes Fund
この基金はアメリカ・アトランタに拠点を置くアメリカ疾病対策センター（ＣＤＣ）財団によって、ワクチン投与
などの活動中に死亡、または重症を負うボランティアたちをたたえる目的で、 年に設立。ロータリー財団もそ2000
の設立にあたり、 万米ドルの資金援助を行っています。5

『友』ホームページ情報
『 』 、 、 。友 ホームページでは － 年度地区大会の開催日程などを 地区順と開催順の 通りで紹介しています2006 07 2
すでに開催された大会の様子は、今後、お写真とともに紹介していく予定ですので、ご期待ください。開催日程に

http://www.rotary-no-tomo.jp/jpn/index.html 2006 07ついては 『友』ホームページ（日本語） の画面左側にある「 －、
年度地区大会（地区順 「 － 年度地区大会（開催順 」の各項目をクリックしてご覧ください）」、 ）2006 07

お知らせ
例会後「クラブアッセンブリー」★10/26例会 高畠正光ガバナー補佐訪問

荒井公夫ガバナー ※両日18:40に例会場へお越し下さい。★11/ 2例会 ガバナー公式訪問
★ ２００７年 ２月１２日（月）※振替休日2006-2007年度石川第一分区ＩＭ（都市連合会）
場 所 津幡町文化会館 シグナス ガバナー補佐 桶谷 八郎 ガバナー補佐 高畠 正光

ホストクラブ 河北ロータリークラブ

１０－１１月他ＲＣの例会変更
月 日（水）休会金 沢ＲＣ 11 1
(火)→ （日）白山石川ＲＣ５周白 山ＲＣ 11/14 11/12

年記念式典

金沢百万石ＲＣ 会場変更例会のご案内
喫茶「Ｋａｇａ」 ポルテ金沢地下１Ｆ11/9

卓話 夢らく商事㈱ 代表取締役社長 鈴木艶子様
駐車場 ホテル日航金沢 駐車場 ※駐車券を

発行します。会 費 クラブ負担
出欠〆切 １１／２（木） 事務局まで

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku
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碧い大気

青い海 蒼い大地

．

例会 予定
ガバナー補佐 高畠 正光様（白山ＲＣ）10/26
「日本人気質」

荒井公夫ガバナー11/2
夢らく商事㈱代表取締役社長 鈴木 艶子 様11/9

喫茶「Ｋａｇａ」 ポルテ金沢地下１Ｆ
香田裕泰様（声楽家） 「音楽を楽しみ②」11/16
休会11/23
会員卓話11/30
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点鐘

『それでこそロータリー』ＳＯＮＧ

四つのテスト

１０月１日の衣替えも会長挨拶：
過ぎましたが、日中は暖かい日が続
いています。

今日お見えの米山奨学生の孔さんは先日お話されていたように、今日のお昼は門前ロータリ
ークラブで卓話をされました。炭谷先生と一緒に門前まで行って来られたようですが、お二
人ともご苦労様でした。

北朝鮮を巡る話では中国の唐国家委員が今日北朝鮮の指導層と会談しているそうです。また、アメリカのライス
国務長官は東京で「北朝鮮がもしも更なる核実験をすれば、より強い対抗策をとる 」と明言したそうです。うわ。
さされている北朝鮮の更なる核実験を巡る話題がマスコミをにぎわせています。

話はがらりと変わりますが、鮭は赤身魚ではなく、白身魚に入るそうです。皆さんご存知でしたか？僕が知らな
かっただけなのかもしれませんが、鮭のサーモンピンクといわれる身の赤さは食べているオキア
ミの赤さだそうです。最近話題のケイジ（鮭児）は産卵のために戻ってきた群れにまぎれた若い
鮭で白身だそうです。鮭はビタミン などの他、ビタミン の代わりとなるアスタキサD,B1,B2,B6 A
ンなども多く含んでいるそうです。

米山奨学生 孔令宇さん 金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二様特別ゲスト ビジターの紹介
孔令宇さん米山奨学金の支給

《 食 事 》

幹 事 報 告 ・ 委 員 会 報 告
①ガバナー補佐訪問（２６日 、ガバナー公式訪問（１１／２）のお知らせ幹事報告 ）

①例会契約食数超過になった場合のご協力のお願い。２Ｆグリーンガーデンにて例会後食事をとっ
て頂く。時間が取れない方は ルームサービス（所要時間２５分程度）
③先日９０回目のメーキャップに来られた福島西ＲＣ 河野様からの会報とバナーのお礼状の紹介

13,000 284,500 5,016,470-ニコニコＢＯＸ￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥
宮永さんの卓話を楽しみにしています。 宮永さんのお話久しぶり江守会長・幹事 石丸会員

です。楽しみにしています。 今日の日中、孔君と二人で門前ＲＣを訪問しまし炭谷会員
た。 宮永様、卓話楽しみにしています。 宮永さんの卓話 楽しみにし西村会員 水野会員
ています。 孔さん、門前ロータリーでの卓話お疲れさまでした。本日卓話の宮本薫子会員
宮永さんは、私の生き方が変わったきっかけを作ってくださった人で、大変感謝しております。
卓話、ともて楽しみにしています。 宮永さん卓話楽しみにしています村田会員

宮永 満祐美 会員 ㈲ 代表取締役講話の時間「研修講師の泣き笑い」 Office CanDo

最初の就職は二水高校ブランドで逆指名をうけた安田火災にはいりました 「よう。
こそ」と経理課長さんはカルピスを出して下さいました。仕事も楽しかったです。
そこでは、新入社員の行動が変わっていくのを見て、其の指導のプロになりたいと
思うようになりました。結婚やお産で一時中断して、実家の魚屋の仕事をしたりし
ていましたが、 才の時、父親が廃業したのを機にコンサルタント会社に就職依頼35
の熱い手紙を書きましたところ、やっとパートに採用されました。しかし、ここで
は殆ど仕事はなく、自分で仕事を探してこいとの事でした。講師が自分で営業をす
るわけです。こんなわけですから、お客も驚く始末で、なかなかたいへんでした。

3.6 Office給料の 倍の仕事を要求されました。そこを２年で退職し、自分の事務所の
をたちあげました。そうしている中に北国新聞が金沢工大の先生との対談をCan Do

企画して下さりました。やはり其の威力は素晴らしく、いろんな所から研修依頼が
来るようになりました。過密スケジュールですり切れる自分でしたが、ロータリー
クラブの誘いをうけ、入会いたしました。

点鐘

ホテル日航５Ｆ397 回
2006.10.19

18/35 51.43%出席率
72.86%村田ＳＡＡ ９月の修正出席率
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～ 地区地区大会画報 2006 2007 2610
場 所 クロスランドおやべ 小矢部市鷲島10番地 TEL 0766-68-0932

大会１日目・１０／２１（土） １３：３０ 開 会
１５：３０～ ロータリー講演 深川純一氏「ﾛｰﾀﾘｰの核にあるもの」 ＲＩ会長代理夫妻晩餐会 １７：００～
大会２日目・１０／２２（日） ９：００～
１４：００～記念講演 セーラ・マリ・カミングス氏（㈱桝一市村酒造取締役）１７：００～大会の夕べ（懇親会）

地区の現況 現在まで クラブ中荒井公夫ガバナー： 65
の クラブの訪問がおわりました。会員増強は 年の48 1998

。 、3259 2006.6/30 2918名をピークとして には 人です しかし
８月には 名になりました。日本全体の 地区では約2974 34

名増加しました。女性会員は 名で ％で1,000 142 4
す。１クラブの平均会員数
は 人、ローターアクトは46

クラブ、インターアクト14
は クラブで18

----す。

感謝状をうけた前年度ガバナー補佐の
炭谷亮一会員

朴 哲 会長代理（馬山港都 ）RI RC
ご夫妻

交換留学生、財団奨学生が一同に集まり、各自が挨拶 セーラー・マリ・カミングさんの熱弁

ロータリ
ー講演の
深川順一
パストガ
バ ナ ー
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３７１０地区（韓国光州地区）から
姉妹地区のガバナー李庠根前総裁（南光州 ） 許弼聲現総裁（光州 、金容采次期総裁が地区大会に出席さRC RC）
れました。

2610地区と3710地区のガバナー
同志仲良く

湯涌温泉 湯の出にて： 韓国光州 地区の総裁、 前総裁 次次期総裁とともに3710
夜百万石ＲＣ会員と家族 10/22

向かって左から 荒井夫人 荒井公夫ガバナー 許弼聲現総裁
李庠根前総裁 金容采次次期総裁

荒井公夫ガバナー 許弼聲現総裁

金容采次次期総裁 高柳功ガバナーノミニー夫人と 久保順一ガバナーエレクト
（李采承次期総裁は今回は来日せず）


