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日本事務局より 出席率の計算の改正の案内がありました

100出席率 (%)= 「 第9条第3節(b)お[よび第4節で免除された会員を 出席会員数 P」 X含む
[正会員総数 T ] [ A ] + [ B ]-

出席率の算出
2007年規定審議会において採択された制定案07-16および07-17により、クラブ定款第9条 出席 (旧第8条)の第5節
出席の記録 が改正されました。

第9条 出席
第3節 理由のある欠席。 次のような場合、出席規定の適用は免除されるものとする。

(a) 理事会承認の条件と事態に従った欠席の場合。理
事会は、正当かつ十分な理由による会員の欠席を
認める権限を持つ。

(b) 一つまたはいくつかのロータリー・クラブのロー
タリー歴と会員の年齢の合計が85年以上であり、
さらに出席規定の適用を免除されたい希望を、書
面をもって、クラブ幹事に通告し、理事会が承認
した場合。

。 、第4節 RI役員の欠席 会員が現役のRI役員である場合
その会員に対する出席規定の適用は免除されるものと
する。

第5節 出席の記録。本条第3節(b) または第4節の下に出席
規定の適用を免除された会員は、本クラブの出席率の
算出に使う会員数に含まれない。その欠席も出席も出
席率の算出に使わない。

少し出席率が上が出席免除会員でも出席してもらうと
。 。ります クラブの出席率に貢献出来る仕組みになりました

例えば 人のクラブに２名の免除会員がいれば非免10
除会員 名出席で ％で、 名出席では本来は で8 100 5 62.5 ％
したが、今回の改正でで免除会員が 名とも出席しますと2

になります。 即ち出席免除会員でも出席数に算定70 ％
されます。
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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 （九谷焼作家）10/11
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
《地域発展委員会主催》金沢市環境保全課『地11/1

球温暖化防止』～身近な私達にできること～
片桐 和喜様 （ 法人 フィル・ジャパン・11/8 NPO

フレンドシップ 理事長）
（仮題 『緊急車両の寄贈事業について』～日本で使）
用済みの緊急車両が海外で再び活躍～

会員卓話：多田 利明会員（多田与㈱ 代表11/15
取締役 職業分類；婦人服販売）

休 会11/22
《社会奉仕委員会事業主催講演会》マーク・エ11/22

ルウエル氏（白山インターナショナルスクール代表）
（仮題 『これからの日本の子供達に必要）

な教育とは・・・』
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点 鐘
ロータリーソング
『それでこそロータリー』
四つのテスト

先日、ある社長さんの会長 挨拶：
お通夜に高岡に行って来ました。彼
は本田から高木精工の社長になり、
６年間でジャスダック上場するまで

に業績をあげた人です。仕事だけではなく、高岡町の活性化にも取り組み、瑞龍寺のライト
アップで高岡観光客数年間１００万人増を目指しました。また社会奉仕も沢山されました。そのため御参りの人数
は仕事関係以外も多く２０００人を超えていました。
ロータリアンであったかどうかわかりませんが 「仕事と社会奉仕」全く、ロータリー精神そのものの方でした。、

上坂 典子（うえさか のりこ）様（フリーアナウンサー）特別ゲストの紹介
北山真美夫人ビジターの紹介

６日生まれ 齋木妙子会員今月の誕生者の紹介
《 食 事 》

元会員の古谷さんのセントラルホテルで幹事報告・委員会報告 金 会長
開催されるチケットの案内

来週は創立１０周年記念実行委員会があります。理事役員会は、１８日（木）野城幹事
になります。 委員：金 吉田昭生（委員長） 村田 西村 岩倉 野城＊
石丸 吉田光穂 宮永 宮本薫子 斎木 谷 木村陽子 東海林 相川

-ニコニコＢＯＸ ¥6,000- ¥253,263 ¥5,571,647本年度累計 残高
金 上坂さん、本日はたのしみにしています。皆さん今年もあと３ヶ月頑張り会長

ましょう 上坂さん 卓話楽しみにしています。 上坂二木会員 村田会員

さんをお迎えして。卓話楽しみにしています。

『 心に残る言葉 』講話の時間
上坂 典子（うえさか のりこ）様（フリーアナウンサー）

【プロフィール】 小松市出身。金城短期大学卒業。北陸放送入社。
平成１０年よりフリーアナウンサーとしてテレビ・ラジオに活躍され
ている。

、 。目標は 人の一番良いところを引き出せるインタビュアーになること

４年前に続き、今回は２回目です。アナウンサーという仕事は沢山の人と出会えるこ
とが一番の喜びです。私が出会った方達の中で心に残っている人とのエピソードを幾
つかお話します。 は 「歌は上手い下手ではなく心で歌うもの。歌∮淡谷のりこさん 、
いたいという気持ちが伝わればそれで良い」番組で、同じ「のりこ」という名前だか
ら一緒に歌おう。と言われ局一音痴な私が一緒に歌いハモった （実は音がずれてい。
ただけ！・・・） がお金をかけず綺麗にな∮資生堂シニアディレクター神保陽子さん
る方法として①「お疲れ様 「頑張ったね」と毎晩 素顔の自分に話しかける。 そ」
のときは素敵な顔をしている。②「戸籍・体力・外見・精神」４つの年齢のバンラン

スを意識した生き方を。
「自家発電の源は自分が好きであること 「自分が好きだ」と声に出して言うことができれば、気分∮宮本輝さん 」

が楽になりどん底からはい上がれる。自殺という最悪の事態にはならない。∮はらたいらさん「お年寄りが１人い
なくなることは図書館が一つなくなることに等しい」 「してしまったことの後悔は日々小さくなる∮林真理子さん
が、しなかった事の後悔は日々大きくなる」 いつも優等生的な発言をする松井選手の素顔を引き∮松井秀喜選手
出すインタビューに成功！１７年前に頂いたサイン入り色紙と松井が当時パンチパーマの写真を見せた。慌てて取
り上げ、砕けた素の松井選手を引き出せた。∮かじきしょうぞう氏 著書「求めない」は感銘を受けた

点 鐘
子ども夢フォーラムの高木さんよりメール
が届きました （地区大会と重なりますから 無理とは思いますが 念のため・・・）。
クラブとしては、ニコニコボックスより２万円を協賛金として寄附いたしました。
チャイルドライン全国フォーラム’０７ｉｎいしかわ
日時 １０月２０日（土）

13:00 14:30開会式 ～
記念講演 ～ 講師 村瀬嘉代子氏 大正大学大学院教授、日本臨床心理士会副会長14:30 16:00
場所 石川県立音楽堂 参加費 無料
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20/39 51.28%出席率

8 88.46%月修正出席率


