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国際ロータリー第 地区の広報活動2750
がＮＨＫ『おはよう日本』で実況中継され

多くの方々にロータリることとなりました。
ーの活動を知っていただく為に ＲＩ広報支援グ
ループ 第２ゾーン コーディネーター 司 葉
子 国際ロータリー第 地区 地区広報委2750
員長 原田 久

年末を迎え、ロータリークラブが世界各地
で行った活動を紹介します。
・ （ロータリークライギリス・ハックネールＲＣ
ブ）は 月の第 週までにハックネール、ニュ12 3

19ーステッド地域をサンタ・クロースのそりで
回も回り、見ていた人を楽しませました。さまざ

まな慈善事業
を支援する資
金を集めるこ
と が で き ま し

トリニダ－た。
では、毎年クリスマス休暇が始まる前に、地域ド・トバゴのサン・ジュアンＲＣ

の学校でパーティを開きます。今回のサンタ・クロースは、バイクで登場。プレ
セントやお菓子に子どもたちは大喜びでし
た。 月 日、 のア12 17 ドミニカ共和国
ルトゥロガロン子ども病院でクリスマスパ
ーティが行われました。参加した 人の145
子どもたちにとっての最高の贈り物は、テ
ーブルの上におかれたプレゼントではな

国際ロータリーや、地元のロータリーく、
から支援されて行われたさまざまなクラブ

バミューダ心臓疾患に対する治療です ・。
では、 月 日 のクリ島 ハミルトンＲＣ12 19

スマス昼食会で、 人の障害をもつ子ど11
もたちにサンタ・クロースとクロース夫人
がプレゼントを届けました。

年末は２７日まで事事務局から
務所にいる予定です。年明けは、９日
の予定ですが５日に少し様子を伺いに
事務所へ来ようか？と考えています。

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku
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。会員手帳ができました
木村幸生会員の手作りの手帳
です。有難うございました。
久しぶりの名簿手帳ですが、
今後とも会員みんなで素晴ら
しいクラブが誇る手帳 とし
て育てたいと思います。

例会 予定
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（夢らく商事社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

初詣 金沢市安江八幡宮にて
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『我等の生業』点鐘 SONG
四つのテスト

ゲスト】メイクアウイ会長 挨拶：【
ッシュ・オブ・ジャパン 代表 祖
泉 淳 様 子ども夢フォーラム
代表 高木 真理子 様

【 】（ ）ご家族・ご友人 二木会員同伴
荒木佳子（玉とみ・女将）様
石丸恭子（たかこ）夫人、江守 麻
衣子さん、大平 亜季さん 北山聡

子（さとこ）さん、杏子（きょうこ）さん、 魏 りり夫人、ひろあき君、さゆみちゃん、 ゆうき君、ももかち
ゃん、こうき君、 竹田安代夫人、孔徳（こうとく） 君、 村田順子夫人、吉田千代子夫人

寄附金の贈呈
★メイク・ア・ウイッシュオブ
ジャパン
代表 祖泉 淳 様

★子ども夢フォーラム
代表 高木 真理子 様

￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥ 円ニコニコＢＯＸ 34,000 423,740 5,290,760
最終例会です。今年もご苦労様でした。 本年もいろいろお世話様でし江守会長幹事 石丸会員

石丸恭子夫人た。きっと来年はもっと発展すると思います。やはりみんな仲良し、忘年会は楽しみです。

いつもお邪魔致しまして有難うございます 「ロータリーの友」に投稿しましたら幸運にも載せて頂けま。

した。本部から電話があり大変珍しく素晴らしいとお褒めを頂きました。 大変 長い間欠席大沼会員

致しました。皆様に大変ご迷惑をおかい致しました。 今年も一年、お世話になりました。大平会員

楽しい景品がいっぱい集まりました。ビンゴゲーム始まるよ！ 先日、舛田木村幸生会員 参加者全員

圭太君を囲んで楽しく過ごしました。余ったお金をニコします。 前田会員のおそば楽しみに炭谷会員

しています。 本日は、家族で参加させて頂いております。今日も楽しみにしています。思い竹田会員

出に残る一夜になりますように。 つい、うっかりと！？蕎麦うちをすることになってしまい前田会員

ました。一口だけですが、コースの最後にご賞味下さい。あっ。生そばのお土産も用意できますので希望

の方は・・・。それとご自分で打ってみられたい方も合間にどうぞ。 初めての年忘れ例会の参加です。ずい宮本薫子会員

ぶん前からワクワクドキドキ楽しみにしていました。特に前田さんの手打ち蕎麦早く食べたいです！！ 今日は 楽しみます

村田会員 吉田昭今年も一年有難うございました。皆様良い新年をお迎え下さい。前田さんの年越しそば楽しみです。

当会の益々の隆盛を祈念し、会員相互の健勝を祝し来年もみんなで頑張りましょう。生会員

１２６，８００円 ８，２５０円オークション のみの市

幹 事 報 告 ・ 委 員 会 報 告
第２ゾーン コーディネーターの 地区の司葉子さんはＴＶで年末を迎江守道子幹事 2750

え、ロータリークラブが世界各地で行った活動を紹介します。
能登島での親睦会の写真をわしますのでご覧下さい。西村邦雄友好委員長
相川晶代さんと私で電子メールで作りました手作り会員手帳ができま木村幸生親睦委員長

した。ご覧下さい。一部データ不足ですが、お許し下さい。

《 懇親会 》乾 杯 石丸会員

3F405 回 ホテル日航
年忘れ例会
2006.12.21

25/36 69.44%出席率
82.14%村田 SAA 11 月の修正出席率

忘年例会の間 そばつくりで忙しい前田会員

手作り会員手帳です
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年もチャリティ オークションとのみの市で今
社会奉仕基金に１３５，０５０円があつまりました

．

今年の一年を語る
西村邦雄、東海林也令子、斎木妙子、大平政樹、炭
谷亮一、二木秀樹、魏賢任、金沂秀、江守道子、木
場紀子会員等が発言した。

前ガバナー補佐の炭谷会員は ラオスに学校図書
館は大変良いことをしたと。
江守道子幹事は 社会奉仕活動組織パイロットウオ

「 」 。ーキングの 窓ぎわのトットチャン をよろしく1/6

点鐘

ビンゴゲーム

オークション

のみの市
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国際民間ボランティア団体のパイロットクラ
ブが金沢市にも たちあげられチャリティコ
ンサートがおこなわれました
2007.1.6 土 14:30から石川県文教会館ホールにて 脳（ ） 、「
梗塞から復帰して」と題して江守巧百万石クラブ会長の
講演会と音楽物語「窓ぎわのトットちゃん」がありまし
た。 （金沢パイロットク百万石クラブが後援しました。
ラブ会長 江守道子）

これは金沢パイロットクラブ設立１
周年記念の講演会とチャリティーコンサートで、江守巧 金沢百万石ロータリークラブ会長で

淺の川病院脳神経センター所長が「脳梗塞から復帰して」
と題して 自身の脳梗塞から奇跡的に復帰を果たした経験
を講演しました。
続いて音楽物語「窓ぎわのトットちゃん」が行われ、
富山県のハートフル・ウインドアンサンブルの演奏や富
山パイロットクラブの高尾真澄さんの語り、渡辺真由美
バレーアカデミーの生徒の踊りがありました。収益金は
日本てんかん協会県支
部や高次脳機能障害患
者と家族の会つばさに
寄託されます。会場に
は多くのロータリアン
や其の家族も応援に来
られました。 金沢パ
イロットクラブ（江守

2005 12道子会長）は 年
月に設立され、これか
ら会員も増やして、活
動もしたく思っていま
すのでご協力下さい。

ロータリークラブは其の綱領の中に「第一条：奉仕の機会として知り合いを広めること」と のべています。 行
き当たりばったりでなく、効果的でいい奉仕とは何か ？常に奉仕の方法や機会を探す目を持って いろいろな人
との交流が重要になります。クラブとしては予算の面でもチャンスをつかむために柔軟に組む必要があるとおもい
ます。 （編集部）

受付にはロータリアンも

江守巧百万石クラブ会長と江守道子

幹事（パイロットクラブ会長）

講演の江守会長

2007 1/7北陸中日

朝刊より


