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2009-10年度の国際ロータリー会長が決定

スコットランド、セントラルグランジマウス・ロータリー・クラブジョン・ケニー氏
JohnKenny,oftheRotaryClub of Grangemouth, Central, Scotland,
ケニー氏は地元の法学部学長、裁判官、公証人を務めた経歴の持ち主です。スカウト活動で
は、東欧における新しいスカウト・グループの結成に貢献し、功労賞を受賞しています。ス

、 、 。コットランド教会では長老の役目をはじめ セッション・クラーク 長老会長老をしました
又、女王エリザベス二世より地区の副知事に任命されました。フォースバレー青年商工会議
所およびスコットランド青年商工会議所連盟の会長を、国際青年会議所では総弁護人を務め
ました。 年にロータリアンとなり、グレート・ブリテンおよびアイルランドの国際ロー1970
タリー(ＲＩＢＩ)の会長と副会長を務めました。他、ＲＩにおいては、理事、執行委員会委

員長、ロータリー財団管理委員、研究会モデレーター、ガバナー、国際大会委員会副委員長、グループリーダー、
会長代理、各種委員会委員長ならびに委員を歴任してきました。また、規定審議会には、代表議員、委員、議事運
営手続の専門家として出席しました。ロータリー財団の大口寄付者ならびに遺贈友の会会員であるケニー氏は、功
労表彰状と特別功労賞の受賞者でもあります。

、１７名の指名委員会委員の中に板橋敏雄（日本 、中島治一郎（日本）の２氏がおられます）、 。

久保順一ガバナーの運営方針要旨
今一度考えてみましょう。ロータリーのバッジの意味を

「ロータリー活動が、どんなに立派で尊いものであっても新しい会員がいなければロータリーは
会員増強 。数十年で消滅してしまう」 を地区ロータリアン3000名が一丸となって取り組みたい

特に広報賞を！ 各クラブ月１回以上、マスコミに記事が報道されるよう報道機関と広報担広報
当者とは積極的に交流する。 会員一人が友人知人にロータリーを勧める。 心のこもっ退会防止
た歓迎を。 より多くの情報や会話が楽しめます。出席と親睦 100％の出席があってこそ

してロータリーの輪が家族が加わったことで2倍にも3倍にも広がる 、家族ぐるみの親睦を重視 。
委員長さんは例会で関係記事の部分を情報・雑誌

ガバナー月信、ク読み上げてください。ロータリーの友”へ投稿
ラブ会報、ロータリーの友を、駅、市役所、公民館、図書館、学校
へ配布 社会奉仕 花が咲くロータリして下さい。 “ロータリーの森”

観光地に。市民講座、 、特に健康にーの森を 市民フォーラムの開催
職業奉仕 四ついて 人脈は財産である ロータリーは人脈を作る。 。 「

つのテスト」を例会場と各職場に掲げる 地区内外の会員の中から。
を、地域の学校に講師を派遣 させる卓話者 先生と生徒に職場体験

こと。 ロータリーカードロータリー財団毎年あなたも100ドルを
入会を米山記念奨学会年間一人4千円以上をお願い

御参加を地区大会羽咋市において10月20日（土）～21日（日）
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年度例会 予定 2007-2008
《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
ロータリーソング
『手に手つないで』

四つのテスト
今日の出席はこれま会長 挨拶：

でで一番悪いように思います。し
かし野城幹事他遅れますが何人か
がお見えになる予定です。東京で
は国民不在でなにやらやっていま

すが、早く何とかして欲しいものです。
。会長になって３ヵ月が過ぎようとしています、皆さん支えてください

牛島 秀一（うしじま しゅういち） 様特別ゲストの紹介
金沢香林坊ＲＣ 柿本盛敏様ビジターの紹介

《 食 事 》
幹事報告・委員会報告
野城勲幹事： 例会後 理事役員会をします。

¥19,558- ¥208,263 ¥5,526,647-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
牛島様、本日の卓話楽しみにしています。 牛島様お久しぶりです。どんな話が楽し金 会長 石丸会員

みです。 牛島秀一様ようこそ！！本日は宜しくお願いいたします。 牛島様本井口会員 岩倉会員

日の卓話よろしくお願いします。 牛島様ようこそ。 残暑厳しい折、みな江守巧会員 大平会員

西村会 吉田光穂会員さまのご健康をお祈りします。 員 牛島様ようこそ。卓話楽しみにしています。

牛島様ようこそいらっしゃいました。 ８月９日の会場変更例会の残金、 ， 円をニコボ企画委員会 3 558
ックスへ入れさせていただきます。

「 モグラたたきのモグラ 」講話の時間
牛島 秀一（うしじま しゅういち）様

北山吉明企画委員長紹介：牛島さんは 年小松で薬局の長男として生まれられ小松中学から岐阜薬科大学を卒業されました。1937
あと米国に留学されています。

は変わった人生の人間といわれます。私
此の 年どこかで英語とかかわってきまし70
た。ジミー牛島という名前でもあります。父
親は金沢薬学を出て剣道をしていてこれが私
の英語を結びついて、日本武徳会の 名の青42
少年を米国に私が連れて行くことになったわ
けです。そこで米国他世界の武道家をまとめ
るようにいわれました。私にその役を推薦さ
れました。そこで知ったのは外国人武道家の
マナーの良さです。技の切れも素晴らしかったとおもいました。そして「武徳は日本
のみならず」と痛感しました。武はホコをオサメルと書きます。武徳は武勇と共に礼
節、寛容を意味します。

、子どもサミットというのもしましたが
ルーマニヤ、ハンガリー、ドイツの子ども

みな英語は上手で、日本の子どもは通訳がいりました。
私の小松高校時代は小松市に勝木耳鼻科という病院があり、其処にデン
マーク人宣教師でアンナ・ブルーン、ヘレン・リースという英語の先生
がいてキングス・イングリッシュをならいました。大学をでてからはシ
ェーリングとかブリストルマイヤーという製薬会社につとめました。其
処ではプレゼンテーション學ヲ勉強し、ドクターもとりました。－－－
－－－ 牛島氏の英語をはじめとして、いろんな世界へのチャレ
ンジの精神の話はは書き切れませんが、日本人の世界に間に合う英語を
会得する秘訣は聖書の様な分厚い本をしっかり読んで教養ある英語を勉
強する事だということです。日常会話だけでは恥ずかしい事ですとの事でした 。 大変勉強になりました。。

点 鐘

又、今月の最終例会ですので 例会後「二次会」を開きます。参加される方は、くれぐれもお車でのお越しには
お気を付け下さい。会長より下記の通り“ ”が届いています 「９月の最終例会にたくさん出金ちゃんのぼやき 。

ておいで。二次会で金ちゃんの話を聞いて・・・・」

回439
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16/39 41.03%出席率
8 88.46%月修正出席率


