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久保 順一ガバナー、柳生 好春ガバナー補佐、砂山喜一郎地区副幹事をお迎えして

よりホテル日航５Ｆにて 会長、幹事懇談会が行われ、9/27 17:30
金沂秀会長と野城勲幹事が出席しました。

ガバナーからは大変ユニークなクラブですね、といわれました。
今年度は是非増強をしっかりお願いしたい。その他、柳生ガバナー
補佐のお話にあったクラブリーダーシッププランの話、又金沂秀会
長から 地区と 地区の姉妹提携期限が 月 日できれる2610 3710 10 10
事についてガバナーのお考えをたずねました。

年 月 日 ＲＩ友』インターネット速報 2007 9 18 No.303
会長、青少年奉仕支援グループへの期待ウィルフリッド ウィルキJ.
ンソン国際ロータリー（ＲＩ）会長は、 － 年度のスタートに2007 08
あたり 「青少年奉仕支援グループ」を置くことで、ロータリーの未、

来における青少年の重要性を示しました。 ゼネラルコーディネーターのフリードリヒ・ネッダーマイヤー氏とア
シスタントゼネラルコーディネーターのチャールズ・フレーザー氏の指導のもと、この支援グループはロータリー
の各地区とクラブのプログラム、プロジェクトや活動で地域の若者が参加するための支援や、情報提供をしようと
するものです。現在は、ロータリーにおける青少年の活動を推進するため、最新かつ最良のデータの共有化を図る
など、努力を続けています。なお、将来的にロータリー家族を拡大するための青少年プログラムとして、ＲＩには

、 （ ）、 。すでにインターアクト ＲＹＬＡ ロータリー青少年指導者養成プログラム ロータリー青少年交換があります
詳細は、あなたの地域の同支援グループゾーン・コーディネーター（ 友』誌 年 月号横組み ～ 参照）『 07 8 P28 29
にお尋ねください。
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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）10/2521世紀美術館にて10/2から 北国新聞10/21朝刊より
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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

久保ガバナー、会長 挨拶：
砂山地区副幹事、柳生ガバナー
補佐、宜しくお願いします。
今年は、地区大会にいっぱい参

加してよくロータリーを知りましょう。
国際ロータリー 地区ガバナー久保 順一 様特別ゲストの紹介 2610

ガバナー補佐 柳生 好春 様 地区副幹事 砂山喜一郎 様
金沢香林坊ＲＣ 近藤勝則様ビジターの紹介

《 食 事 》

幹事報告・委員会報告
「エコ意識調査」のアンケートのお願い。谷 地域発展委員長

パイロットウオークの案内と参加のお願い齋木会員

¥39,000- ¥247,263 ¥5,565,647-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
先日はクラブ協議会有難うございました。今日は、楽しみにしてきました。久保順一ガバナーより 柳生ガバナー補佐

久保ガバナー、砂山さん、柳生さん今日は。ご苦労様です。砂山地区副幹事より 金 会長

何卒 宜しくお願いします。 久保ガバナーを迎えて。本日はご指導の程よろ野城 幹事

。 、 、 。しくお願いします 久保ガバナー 柳生ガバナー補佐 砂山副幹事をお迎えして石丸会員

宜しくご指導の程お願い致します。 久保ガバナー、柳生ガバナー補佐、砂山地井口会員

区副幹事、ようこそ。本日は宜しくお願い致します。 久保ガバナー、本日は宜江守巧会員

しくお願いします。 久保ガバナー、柳生ガバナー補佐、地区副幹事砂山様、よう木場会員

こそ百万石へ。よろしくお願いいたします。 久保ガバナー、柳生ガバナー補木村陽子会員

佐をお迎えして。金沢おどり無事千秋楽を迎えることができました。 久保ガバナ炭谷会員

東海林会員 竹田会ー、柳生ガバナー補佐をお迎えして。 久保順一ガバナーようこそ。

久保ガバナーをお迎えして。御指導を宜しくお願いいたします。 久保順一ガ員 宮永会員

バナーをお迎えして。ベルギー留学生の２人に会報を送りましたら、本日セレン（タップダンス

をした子）からメールが届きました。 久保ガバナー、柳生ガバナー補佐、砂宮本薫子会員

山地区副幹事、本日は宜しくお願いします。

講話の時間
国際ロータリー 地区 ガバナー 久保 順一 様2610

」「 ロータリーの入会は私を成功に導き 人生を変えました。

百万石クラブは女性会員が多くて、なごやかであり、親密感があります。本日で クラ36
ブの訪問が終わり、あと クラブになりました。其処ではいつも会員増強をお願いして29
います。ここのクラブは 名の純増と言うことで、嬉しく思っています。 日前ガバナ8 10
ー補佐会をしましたが、各クラブから提出された増強計画を見ますと、全体で 人に3098
なりますから、私は各クラブをまわってもっと刺激したいと思います。今日の世界は奉
仕団体が増えました。ロータリーに似た奉仕が沢山あります。その分ロータリーの存在
感が薄れているようです。これを目立たせるには広報活動をしっかりする事です。能登
のクラブでは稲刈り祭りに参加したり、お御輿を出したりメディアを刺激しています。
私は田舎の生まれですが最初は銀行に勤めました。お酒は 才から毎日飲ん愉快にすご18
していましたが、これでは信用がならんといわれました。そこで近所のうどんやさんの
娘さんと結婚し、酒の飲める商売に切り替えました。そして店も出しました。真面目に

。 、仕事に打ち込み８０万円貯まったのが昭和 年頃です 人間はお金を持つとだめですね40
これを金沢市の不夜城で使ってしまい、店も売ってしまいました。借金だけ残り、さんざんでしたが インスタン
トの時代到来で、巻きずし、いなり、寿司、ラーメンをはじめたら、よく売れて 万円の返済も出来、土地も買700
ったら道路がついて値上がりしまして収入がふえました。そして月 万円の売上になりました。そうしていたら100
ロータリークラブに入る事になりました。高収入の人達の仲間入りをしたわけです。その３年後、七尾で熊本のロ

、 。 、 、ータリアンと会い 其処の弁当やさんとの交流をすすめられました ロータリーの信用を得て 事業はうまくいき
信用第一の勉強をしました。店舗も増えました。今では店の宣伝に、何回もタクシーを乗り換えて店を運転手に覚
えて貰う様にしています。ロータリーの入会は私を成功に導き人生を変えました。かってのステテコ男が紳士にな

点 鐘った訳です。
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21/39 53.85%出席率
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