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2006 10 31 No.257『友』インターネット速報 年 月 日
恒久基金が 億ドルを超える 月、世界中のロータリアンからの献身的な支援によって、ロータリー財団の5 9
恒久基金の総額が、 億米ドルを超えました。 年に創設された恒久基金は、すべての財団プログラムに向けて5 1982
資金を提供し、財団の将来にとっての安定した財源となっています。とりわけ、 年以来、その資金は 倍にな1994 6
り、昨年度では、元金はそのままで、プログラムに拠出できる収益は 万ドルを計上しました。490
恒久基金は、創設当初から、資金を必要としている人々に貢献し、ロータリーの主要な目標を実現へと近づけてき
ました。 年に発足した国際研究のためのロータリー・センタープログラムは、その顕著な例です。2002

2025 10 10恒久基金の次なる目標は、 年までに 億ドルを達成することです。そのとき、プログラムの資金は現在の
倍となり、世界に貢献する規模も拡大します。
『友』ホームページ情報もうご覧いただきましたでしょうか？『ロータリーの友』 月号の要旨を『友』ホームペ11
ージに掲載しています。特集「ロータリー財団 ・ ・ 」では、ロータリアンが支えるロータリー財団の基礎知A B C
識と世界での具体的な活動を掲載しています。また 「地区のたより」では、第 、 、 、 地区の特、 2560 2580 2630 2660
色ある活動を紹介しています。 です。中段左の『友』 月号の表紙をクhttp://www.rotary-no-tomo.jp/jpn/index.html 11
リックし、お入りください。

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周年記念式典白 山ＲＣ 11/14 11/12
～ 創立５周年事業の諸行事白山石川ＲＣ 11/2 16

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１Ｆ卓話 『クラブフォーラム』～１人１分間スピー～チ 駐車場11/9

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

江守巧、道子、金、岩倉、炭26日反省会の出席者；
谷、前田、西村、村田
クラブアセンブリの反省会と 周年にはマッチング奉10
仕でラオスの学校の支援など引き続きしたら良いのでは
など話し合う。 禁煙は愛！きれいな空気を吸おう
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村田祐一国際奉仕委員長： 新世代委員長：大平政樹 水野陽子 監査：後出博敏 例会： ：宮崎芳弘 SAA
石丸幹夫 吉田昭生RC 情報： 広報： 増強拡大：岩倉舟伊智 修練選考：木村陽子 宮永満祐美 会報：

炭谷亮一 木場紀子 北山吉明 木村幸生 西村邦雄 土田初子企画： 親睦： 友好： R 財団
谷伊津子 相川晶代米山委員長：吉田昭生 地域発展： (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://www17.ocn.ne.jp/~hrc/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
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例会 予定
荒井公夫ガバナー11/2
喫茶「Ｋａｇａ」にて ポルテ金沢地下１Ｆ11/9
「クラブフォーラム」１分間スピーチ
齋木妙子会員11/16
休会（法定休日）11/23
香田裕泰様（声楽家） 「音楽を楽しむ②」11/30

年次総会 「次年度の理事役員の選出」12/7
舛田圭太様（バドミントン選手）12/14
年忘れ例会12/21
休会12/28
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点鐘
『それでこそロータリー』ＳＯＮＧ
高畠ガバナー補佐、本日はよ会長挨拶：

うこそおいでくださいました。お手柔ら
かにお願いします。先の土日に小矢部市

。で２６１０地区の地区大会がありました
何人かの会員が参加されていましたが、
日曜日にあったセーラ・マリ・カミング
さんの話はとてもよかったです。彼女自

身ロータリアンだそうですが、桝一市村酒造のことや小布施見にマラソン（ と見にをかけている）など、男性mini
の目でなく、外国人女性の目で見た日本の現状を改めて考えさせられました。昨日、高等学校の授業で受験と関係
ない必修の課目を教えていない高校がたくさんあるということで、３月までに補習授業をしなければならないそう
です。受験生を持った親はまた一つ心配事が増えそうです。今朝のニュースですが、富山県で７１歳の男性が自宅
前で熊に襲われ死亡したそうです。秋も深まり、里山が荒れたこのごろでは食べ物が不足がちなクマもクマってい
るのでしょう。１０月も末になりますと私たち一家がアメリカに住んでいたとき子供たちが仮装をして家々を
「 」と言ってお菓子をねだるハローインが思い出されます。もともとはヨーロッパのゲルマンの風習Trick or treat
のようです。我々の住んでいたアイオワ州では、今日のようなよい天気をインディアンサマーと呼びピクニックを
したりして、－３０度にもなる厳しい冬を乗り越える準備をしていました。
１１月１日に北山会員のコンサートがあります。１１月３日から県立美術館で日本伝統工芸展が開かれます。

石川第一分区Ｂ ガバナー補佐 高畠 正光 様 （白山ＲＣ）特別ゲスト
《 食 事 》

幹 事 報 告 ・ 委 員 会 報 告
地区大会のセーラ・マリ・カミングさんの卓江守道子幹事

話とても素晴らしかったです。
１１月９日（木）の卓話北山企画委員長

者 鈴木艶子様が当日 急用にて卓話不可と
なりました。卓話者が変更となります。

ロータリーの「四つ齋木職業奉仕委員長
のテスト」を皆様に配布致しますので、職場
や家庭に掲げてください。

当地区大会に出席された韓国 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ他、李先生方をお迎えして湯涌温泉での金 地区友情交換委員長 3710
歓迎会など大変喜ばれて帰られました。本当に有難うございました。

29,240 313,740 5,045,710-ニコニコＢＯＸ ￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥
本日はよろしくお願い致します。 高畠さん ようこそ。 高畠ガバナー補佐高畠正光 江守会長・幹事 石丸会員

ガバナー補佐様をお迎えして。よろしくお願い致します。 高畠ガバナー補佐、本日はご苦労様金会員

です。齋木さん、麻衣さんの受賞おめでとうございます。 木村陽子会員 高畠ガバナー補佐をお迎えし

て。８年ぶりの大会が無事終わりました。ホッとしております。 高畠ガバナー補佐をお迎東海林会員

えして。 高畠様 本日は本当にご苦労様です。 炭谷米山カウンセラー前ガバナー補佐 炭谷亮一

竹田会員１０／１９の米山奨学生 孔さんの卓話先 門前ＲＣへの交通費をニコボックスします。

高畠ガバナー補佐、ようこそ我がクラブへ。地区大会のセーラ・マリー・カミングさんの講演素晴らし

かったです。 高畠様、ご苦労様です。卓話楽しみにしています。 高畠正光西村会員 村田会員

ガバナー補佐をお迎えして。よろしくお願いします。 高畠様 ようこそいらっしゃい吉田光穂会員

ました。 皆さんこんばんは。ご無沙汰しております。高畠ガバナー補佐をお迎えして。齋魏 会員

木会員、おめでとうございます。 皆さんにお知らせが遅くなって申し訳ございません。明日の夜、７時

文化ホールで中国南京大学の民族音楽団の演奏会が無料で開催となりますのでご都合のお許しの方、是非ご

参加下さい。 高畠正光ガバナー補佐をお迎えして。前田会員

石川第一分区Ｂ ガバナー補佐 高畠 正光 様 （白山ＲＣ）講話の時間 「日本人の気質」

武士社会は力と知恵のある者が失敗とやり直しをしながら、成功する事ができましたが、江
戸時代になり、これが不可能になりました。失敗は終わりで、切腹さえありました。例えば
兼六園のことじ灯籠ですが、前田の殿様の家来が其れをせりでおとす事に失敗し、切腹して
います。秀吉は身分統制に士農工商をもうけ、お米の量で財産をあらわしました。武士につ
づいて真実の社会に生きる農、そして武家の行き方に通じる社会の工、しかし商いは まや
かしの社会であるとして身分は最下位でしたが、経済力はありました。 狩猟民族の特徴は
和ではなく、力の差でありますが、農業は助け合う和が必要です。村から輪を拡げ、国際に
まで発展します。ロータリーの発想の社会です。－－－－－－
点鐘

ホテル日航５Ｆ397 回
2006.10.26

23/35 65.71%出席率
72.86%村田ＳＡＡ ９月の修正出席率


