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国際民間ボランティア団体のパイロットクラブ
が金沢市のも たちあげられました。
2007.1.6（土）14:30から石川県文教会館ホールにて、
その講演会「脳梗塞から復帰して」江守巧会長と音楽物
語「窓ぎわのトットちゃん」があります。百万石クラブ
が後援ですので多数ご参加下さい。
お問い合わせ：金沢パイロットクラブ 江守歯科 076-
238-6711
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奨学生が長距離を移動しながらエイズへの警鐘
エイズで両親を失った子どもたちの現状を訴えるため、ロータリークラブが支援する国際的な学生らのチー

ムが南アフリカのヨハネスブルクからケープタウンまでの を歩いています。アフリカでは現在、エイズで2,010km
両親を失った子どもの数が 万人いるとされ、このままでいけば 年1,200 2010
（サッカーワールドカップが南アフリカで開催される年でもあります）まで
にその数が 万人に達する、と推測されていることから、彼らは歩く距離2,000
を 、旅行期間を 日間と決めて、 月 日に出発しました。2,010km 20 12 2
人の参加者はヨハネスブルクのウィトウォーターズランド大学の学生で、そ5

4 2550のうち 人がロータリー財団国際親善奨学生。日本の前川生民さん（第
地区、スポンサークラブ・宇都宮 ＲＣ）も参加しており、その途上、仲間90
とともにロータリーが支援するプロジェクトの資金を、子どもたちのために
集めています。
前川さんは「この旅行を通して、エイズに感染した、または感染の恐れがあ

る南アフリカの人たちに命の大切さ
を訴えていきたい。特に若い人たち
にエイズに対する意識を高めていっ
てもらいたい」と語っています。

会員消息
藤舎真衣さん（斎木会員令嬢）が

北國芸能賞受賞 全日空ホテ12/15
ルで祝賀会がありました。
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例会 予定

年忘れ例会12/21
休会12/28

高輪真智子様 「鏡花の世1/11
界」～おはなしと朗読～

（水）金沢 新年合同例会1/17 8RC
※18:00 金沢全日空

（ ）1/18 1/17８ＲＣ新年合同例会
に振替
佐藤毅一郎様（日本銀行支1/25
店長）
島村正樹様（県中央病院泌2/1

尿器科医師 「性感染症につ）
いて」
鈴木艶子様（夢ちく商事社2/8
長）
《家族例会》入船亭扇治師匠2/15
西のぼる様 「挿入画」2/22
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『我等の生業』点鐘 SONG
四つのテスト

歳末恒例の今年の漢字会長 挨拶：
に「命」と言う字が選ばれたそうで
す 「あなたの命はだれのものです。
か？ と聞かれたらどう答えますか？」
先週僕の親友の奥さんが４９歳で亡
くなられました。今週の火曜日に金
沢南ロータリーで僕が「脳梗塞から
復帰して」と題した卓話をしてきました。我が家の末の娘

が小さい頃に「パパもママも未だ死ねないのだよ。もっと徳を積まないと神様は迎えに来てくれないのだよ」と話
していました。卓話のスライドを作っていて「良くぞ、今ここに居るも
のだ！」と思い、今現在僕が未だ命を永らえているのは「もっと人のた
めにすることがあるのだ 」と考えています。。
話はがらりと変わりますが、ノロウイルスによると思われる吐き下しが
増えています。普通２－３日で症状はよくなるようですが手洗いをする
など予防に気をつけてください。
何か取り留めのない話になりましたが、このような話をしました。

特別ゲスト ビ舛田(ますだ)圭(けい)太(た)様 （バドミントン選手）
北山真美夫人ジターの紹介

１カ年 江守道子 会員皆出席の顕彰
《 食 事 》

幹 事 報 告 ・ 委 員 会 報 告
、 。 。北山親睦副委員長 来週は 年忘れ例会です １９時より日航ホテル３Ｆにて行います

オークションへの出品を頂ける方は、出品表を後日事務局よりＦＡ
Ｘ致しますのでご記入の上、当日ご持参下さい。 又、今回は 前田
さんの蕎麦うちも予定していますのでご期待下さい。

地区職業奉仕委員会に出席しました。特に新鮮斎木職業奉仕委員長：
味もなく、禁煙ではなくタバコの煙にはこまりました。

6,000 389,740 5,124,710-ニコニコＢＯＸ ￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥
舛田さん、本日は宜しくお願いします。 舛田圭太様、よくいらっしゃい江守会長・幹事 石丸会員

金 会員 宮本薫子会員ました。アジア大会もよく頑張られましたね。 舛田さん、ようこそ。

舛田圭太さん、ようこそ。卓話楽しみにしております。

（ ）講話の時間 『 』私とバドミントン 舛田(ますだ)圭(けい)太(た)様 バドミントンオリンピック選手

紹介；北山吉明会員 石川県では渋谷弘利社長はじめバドミントンチャンピオンはかなりいますが、今日の舛田選手は格別で高

校２年で全日本の決勝にまで行き、あと の間５連覇をしています。 世界の強豪が参加するジャパンオープンで３1998~2002
位になった事は本邦では２０年ぶりの快挙でした。時速 ｋｍを越えるスマッシュには定評があります。昨年結婚され、奥様300
もバドミントンの代表的プレーヤーです。

父親のせいか小学１年でバドミントンをはじめました。母親が運転免許を持っていませんでしたので、私は
練習に県体育館まで百円でバスでいきました。小学から中学は父親のしているクラブで練習しましたが、父親には
一言も教えられたこともなく先輩に習いました。指導者としては市立工業の先生がはじめてです。インターハイで
は団体戦に出場できましたが、新人戦ではなかずとばずでした。コーチの先生に初めて激励されて開眼し、朝７時
からトレーニングして頑張りましたら、高２のインターハイで優勝してしまいました。そして全日本総合にでてみ

、 。たら 自信無かったのにあれよあれよいうまに決勝戦にでていました
高校２年からは富山県の砺波運輸のチームとの練習に本当に沢山かよ
いました。そうして日本体育大学にはいりました。その後全日本チャ

ンピオンはシングルス５回、ダブ
ルス５回、混合２回でした。想い
出としてこれまで高校での先生の
激励でがんばれました。今の会社
は日本リーグ優勝が至上命令です
が、社員もコーヒー代を節約して
応援してくださいます。

点鐘

5F403 回 ホテル日航

2006.12.14
22/36 61.11%出席率

82.14%村田 SAA 11 月の修正出席率

はらしま（本町）にて北山会員と舛田選手ZADAN


