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～ ナイト～★会場変更例会のご案内 JAZZ
「 」 。 。真夏の夜の ナイト としてお楽しみ下さい 万障繰り合わせの上ご出席頂きますようご案内申し上げますJAZZ

ご家族の同伴も可能です。 ８月９日（木） ～ 頃 ロイヤル・パレス・スタヂオ 彦三１－日時 場所19:00 20:30
９－９ ℡ （ふらっとバス 此花ルート 彦三１丁目バス停前） 白石恵一氏（ＭＲＯ076-222-4469 卓話
社長 ・北山昌平トリオ駐車場 ６台まで可能（できるだけ乗り合いでお願いします） 会員・家族 １人） 会費

円（お弁当とお茶他飲み物）※アルコールなどご持参頂いても結構です。 ８月２日（木）/2,000 申込み〆切
10御同伴者( ) ６台まで可能 ご好意によりひょうたん町 石丸 耳鼻咽喉科駐車場も駐車場 （ ）

台程ご利用頂けるのでそこからできるだけ乗り合い行けたらと思います。

ハイライトよねやま ８９★
今月のトピックスは・・・ ・寄付金速報 ― 予算達成、ありがとうございました ―
・財団設立 周年★オリジナル切手シートを発行！ ・第１期現地採用奨学生がついにベトナムから来日など40

のニュースがあります

米山学友がクラブ会長に！【2710地区 東広島ＲＣ】

日本に帰化し、ロータリアンになった米山学友、島
崎高志さん（東広島 ）が 年度クラブ会RC 2007-08
長に就任されました。

島崎さんは 年度の米1981-84
山奨学生で、世話クラブは
西条 でした。大学院卒業RC
後は日本に住み、歯科医と
して活躍。 年 月、東1991 9
広島 へ入会し、クラブのRC
国際委員長や米山委員長な
どを歴任、今年度はクラブ
会長の重責を担います。

島崎さんは「本年度はクラブとしてＣＬＰを採用し
ますが、私は米山委員会を特別委員会として単独で
設置します。米山奨学事業は、日本独自の偉大な制
度ですので、地区内に限らず、友好クラブ及び留学
生を通じて、多いに紹介し、輪を広げ、国際交流に
貢献したい」と、抱負を語ってくれました。

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku

Kanazawa Million Weekly Bulletin No. 0432 8.2 2007
碧い大気

青い海 蒼い大地

．

例会 予定
年度2007-2008

金 沂秀新年度会長 所信表明7/5
Dr.K.M.Pandita卓話：

潮田(うしおだ）資勝様（北陸先端科学技術大学院大7/12
学学長 「地域の共有財産としての大学」）
《社会奉仕委員会事業》 於： 招龍亭」7/19 「
「第五次医療法改正の概要と今後の対応について」

講師 後出博敏会員（税理士法人ノチデ会計代表社員）
菊田三代治様（石川県ウエイトリフティング）7/26
『北京オリンピックに期待すること』

中村啓二郎様（野々市ＲＣ会員、 年度世界社会8/2 05-06
奉仕委員長） 「ラオスＣＬＣ設立について」

《会場変更例会》於：ロイヤルパレススタジオ8/9
白石 惠一様（ 社長） 「 ナイト」MRO JAZZ
お盆休み8/16
ベルギー交換学生出席8/23
馳 浩様（衆議院議員）8/30

年度2007-08 >
(役員 金沂秀 （役員 岩倉舟伊智 （役員 村田祐一、西村邦雄理事・(役員) 会長 ： 会長ｲﾚｸﾄ ： 副会長 ：） ） ）

宮永満祐美、宮本薫子 江守巧幹事 ： 副幹事： 会計： 直前会長：（役員 野城勲） 池田裕之
江守道子直前幹事：

西村邦雄 斎木妙子 竹田敬一郎クラブ奉仕委員長： 職業奉仕委員長： 社会奉仕委員長：
吉田光穂国際奉仕委員長： 新世代委員長：江守巧 村田祐一 監査：後出博敏 例会： ：大沼俊昭 SAA

水野陽子 吉田昭生 石丸幹夫 炭谷亮一RC 情報： 広報： 増強拡大： 修練選考：会報： 魏賢任
北山吉明 炭谷亮一 二木秀樹企画： 親睦： 友好：木下義隆 ：R 財団

相川晶代米山委員長：木場紀子 谷伊津子 (事務局)地域発展：

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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点 鐘
ロータリーソング
『 手に手つないで 』

四つのテスト
会長 挨拶
ようやく ヶ月が過ぎました。はやいも1
のです。あと ヶ月頑張ります。11

（卓話者）菊田 三特別ゲストの紹介
代治（みよじ） 様

協会理事）（日本ウエイトリフティング
金沢南ＲＣ 神谷昌利様 金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二様、中嶋和喜様ビジターの紹介

《 食 事 》
。幹事報告・委員会報告 野城勲幹事： 報告 の地区協議会の が３枚あります8RC 5/20 CD

ご覧下さい。韓国光州市への交換学生の出発は明日金曜日に小松空港出発です。都合
のつく方見送ってください。
石丸幹夫会報委員長：百万石 のホームページを書き換えました。ご覧下さい。RC
北山吉明企画委員長： の例会は彦三１丁目のロイヤルパレススタジオです。石丸会8/9
員のひょうたん町耳鼻咽喉科の駐車場もご利用下さい。１０台はいれます。

（ ） 。斎木妙子職業奉仕委員長： 日 ～ 百万石勉強会として茶屋街を考える会をひらきます8/5 18:00 19:30

¥8,000- ¥150,410- ¥5,439,255-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
あっという間に一月です。残り１１ヶ月頑張ります。８月より上杉輝子さんが新入会です。皆さん金沂秀会長

温かく迎えてください。菊田さん本日は宜しくお願いします。 あすより南光州へ子供達が江守巧・道子会員

北山出発の予定です。種々な経験を積んで大きく育ってくれるよう祈っています。菊田さん、本日はよろしく。

菊田さん、よろしく！楽しく、おもしろく！ということで。 皆さん こんばんは。菊会員 宮本薫子会員

田様ようこそ。卓話楽しみにしています。 菊田さん、ようこそいらっしゃいました。吉田光穂会員

菊田 三代治（みよじ）様講話の時間 『北京オリンピクに期待すること』
（日本ウエイトリフティング協会理事）

年飯田高校に赴任され、高校総体でウエイトリフティング優勝をはたしました。また日本代表S55
監督や強化部長をされており、現在日本ウエイトリフティング協会理事をなさっています。

現在、石川県の体育協会事務局長をしていますが、日本チームの監督をしてみて、「講話要旨」
まさに青天の霹靂でした。走る、跳ぶ、投げる、持ちあげるという人間の基本的な動作が日
本人には大変不足しているようです。

競技の種類としては 両手による引き上げ競技。地面に置いたバーベルを頭スナッチ：
上へ一気に引き上げ、立ち上がる。 （略してジャークとも ：両手によクリーン ジャーク& ）
る差し上げ競技。地面に置いたバーベルを第 動作(クリーン)で肩まで引き上げて立ち上が1
り、第 動作(ジャーク)で全身の反動を使って一挙動で頭上へ差し上げる。日本には柔道の2
嘉納治五郎がもたらしました。

（略してプレスとも：現在は廃止されている・昭和４７年に廃止） 両手クリーン プレス&
による差し上げ競技。地面に置いたバーベルを第 動作(クリーン)で肩まで引き上げて立ち1
上がり、第 動作(プレス)で腕の力のみを使い一挙動で頭上へ差し上げる。 があります。2
オリンピックでは 年に金メダルを３ッツとってから後はさっぱりです。私は昭和 年1984 61
に珠洲飯田で高校の部活動をはじめましたが、当時の韓国のウエイトリフティングは素晴ら

しく、私はソウル体育高校に手紙を書いて韓国の合宿にも参加しました。年 回は行きました。 年には日本10 2001
ナショナルティームの監督になり、選手を韓国につれていきました。しかし、アテネオリンピックではふるいませ
んでした。世界の選手ではドーピングが多かった様です。ドイツの社会人大会にもいきましたが、欧州の人達では
スポーツを見る文化がとても発達しています。そのため選手にとって、いい成績を取ことには大変な収入が約束さ
れています。

元来、日本人は農耕民族で短足でありウエイトリフティングには向かないのですが、かっての三宅兄弟は其れを
逆手に取って工夫しメダルをとりました。マイナースポーツは幼少からの能力開発していくナショナルトレーニン
グシステムが必要です。金沢学院大にウエイトリフティング部を作るようにお願いしましたし、オリンピック選手
を出す様にしたいとおもいます。また金沢市にてアジア選手権を開いたり、毎年、全国高校選抜を開催したくおも

点 鐘います。市長も協力的でした。

最近、Ｅメールによるロータリアンを狙った詐欺行為やイロータリアンを狙った新たなＥメール詐欺に注意を
ンターネット上でロータリー情報が悪用されるなどの被害が見られます。最新のものでは 「コンピューター・ユ、
ー>> ザーであるロータリアンの国際親睦グループを名乗り、うその要求を行ったものがありました。

回432
5F 20077.26ホテル日航

18/38 47.37%出席率

5 79.73%月の修正出席率


