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柳生ガバナー補佐を迎えてクラブ協議会 9/13

金沂秀 野城勲 石丸幹夫 上杉輝子 木場紀子 木村幸生 斎木妙子 相良光貞 申東奎 炭谷亮一出席者：
竹田敬一郎 多田利明 谷伊津子 西村邦雄 二木秀樹 水野陽子 宮永満祐美 宮本薫子 村田祐一 吉田昭生
吉田光穂 相川晶代

要覧にそって委員会の活動計画など報告した。

他クラブの例会変更
10 10 18 00 10金 沢ＲＣ 月 日（水) 観月会 金城楼 ： ～

月 日（水） 休 会31
金沢東ＲＣ 月 日（月） 地区大会に振替のため休会10 22
金沢西ＲＣ ９月２１日（金） 観月例会 和田屋 ： ～18 00
金沢南 月 ９日（火）休 会 月 日（火）観月会RC 10 10 16

ホテル日航 金沢 ： ～18 30
金沢北ＲＣ ９月２７日（木） 観月例会 松魚亭 ： ～18 30

月 日（木） 地区大会に振替のため休会10 25
香林坊ＲＣ 月 日（月） 観月会 金城楼 ： ～10 1 18 30

月 日（月）地区大会に振替のため休会10 22
みなとＲＣ 月 ９日（火） 休 会10
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(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

例会 予定
年度2007-2008

（ ）9/13 ガバナー補佐 柳生好春 野々市 RC
出席者全員例会終了後「クラブ協議会」

ジミー牛島様9/20
「子供達の武術大会 アメリカ」in
《ガバナー公式訪問》9/27

久保順一ガバナー
上坂典子様（フリーアナウンサー）10/4
荢野憲夫（あさののりお）様 （九谷10/13
焼作家）
米山奨学生 朴今香（パクキンカ）10/18
さん 場所：３Ｆ孔雀

北陸先端科学技術大学院大学修士
申 東奎会員（野町広小路医院）10/25
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点 鐘
『手に手つないで』ロータリーソング

四つのテスト 会長
柳生ガバナー補佐をお迎えして、何時も会長 挨拶：

のように沢山の会員の出席がありハッピーです。
９年連続出席の谷会員、１年連続の斉木会員おめでとう
ございます。 小幡さん何時もメーキャップに当クラブ
をご利用くださりありがとうございます。

石川第 分区Ｂガバナー補佐特別ゲストの紹介 1
Dr.Bargava Bimler-Rhodes, Dr.Michael柳生好春 （やぎゅうよしはる）様、

Rhodes
金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二様ビジターの紹介

連続９カ年皆出席 谷 伊津子 会員１カ年皆皆出席表彰
出席 齋木 妙子 会員
《 食 事 》

幹事報告・委員会報告
例会後は 分休憩してから柳生ガバナー補佐を迎えての野城勲幹事： 10

クラブ協議会をいたします。

¥36,000- ¥177,205 ¥5,495,589-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
お世話になります。卓話、クラブ協議会よろしくお願いします。 柳生ガ柳生好春様 金 会長

野城バナー補佐、本日はよろしくお願いします。先日は「ざだん」の飲み会残金６千円ニコします。

柳生ガバナー補佐様、本日はご指導の程よろしくお願い致します。 ガバナー補佐柳幹事 石丸会員

生様、よろしくお願い致します。 柳生ガバナー補佐をお迎えして。 柳生好岩倉会員 井口会員

春様、本日はよろしくお願いします。 ドイツからビムラーご夫妻をお迎えして。江守巧・道子会員

柳生ガバナー補佐をお迎えして。 柳生様、ようこそ百万石へ。どうぞよろしくお願い木村幸生会員

します。 柳生ガバナー補佐様、ようこそ百万石へ。ご指導よろしくお願い致します。木場会員

柳生ガバナー補佐をお迎えして。 柳生好春ガバナー補佐をお迎えして。ご炭谷会員 竹田会員

指導宜しくお願いいたします。 柳生ガバナー補佐をお迎えして。 柳生ガバ水野会員 宮永会員

ナー補佐をおむかえして。 ガバナー補佐をおむかえして。夏の宿題のホームページを立村田会員

ち上げました 「むらた小児科」でヤフーで検索してください。 柳生ガバナー補佐ようこそ。。 宮本薫子会員

「今、なぜＣＬＰか」講話の時間
国際ロータリー 地区 石川第一分区Ｂガバナー補佐 柳生 好春（やぎゅうよしはる）様2610

プロフィール 昭和 年 月 日生 県立羽咋高校卒 中央大学法学部卒 東26 5 16
（とう）セミグループ（学習塾・予備校）代表 平成 年野々市ロータリークラブ入2
会 － 度会長を務める2004 2005

ＣＬＰ（ ）Club Leadership Plan
ロータリアンはボランティアだが、多忙人間である。クラブ指導者は毎年かわる。こ

年の歴史のロ ータリーのためクラブは効果的な継続性のある運営がやりづらい。100
であるが、現在はその生き残りをかけたロータリーと危機感もある。いろいろ
奉仕委員会を作ったり、役員理事を規則通りに作っても大クラブからから 数名
程度の会員のクラブが混在する中で、今までの委員構成では無理が生じており、
実際運営には大変支障もある。運営の再構築を図ったのが である。スライCLP
ドにて説明をする。

）委員会構成を今までの常任委員会４ 大奉仕部門から会員増強退会防止、クラブ広報、クラブ管理運1
営、奉仕プロジェクト、 財団の５ つの常任委員会にした。R
）クラブ奉仕委員会の１０ の小委員会を会員増強退会防止、クラブ広報、クラブ管理運営の３ 委員2

会に振り分けた。
）職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、新世代委員会（小委員会を含む）を奉仕プロジェクト委員会に包3

括した。
）奉仕プロジェクト実施に当っては３ ５ 年の長期目標を立てること。4 -
）４ 大奉仕は軽視されたのではなく、 の網領がある限り の根本は４ 大奉仕にある。5 R R
） 実 施に当ってはクラブ細則の変更が必要である。6

このようなことを基盤にして新しい活力あるクラブを構築していただきたい
） への移行はクラブで決定すればよいが、今後は手続要覧はじめ各種資料は が中心になる7 CLP CLP

点 鐘ので、できれば の採用に踏み切りたい。CLP

回438
5F 2007 9 13ホテル日航 ．

25/39 64.10%出席率
8 88.46%月修正出席率


