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創立１０周年記念例
会役割分担について

いつもクラブ運営にご協
力頂き有難うございま

年 月 日す。2008 4 19
（土）に、当クラブの創
立１０周年記念例会を開

するに当たり全会員の催
ご協力を頂き成功させる
為、添付の通り各会員の
役割を分担させて頂きま
したので、ご確認頂きま
すようお願い申し上げま
す。８日例会の後に案内
文その他でご相談したい
のでお時間のある方お残
りください。
金沢百万石ロータリーク
ラブ会長 金 沂秀
創立 周年記念例会実行委員長 吉田 昭生10
式典の責任者 村田祐一
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年度例会 予定 2007-2008
片桐 和喜様 （ 法人フィル・ジャパン・フレンド11/8 NPO

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㈱ 代表取締役11/15
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・エルウエル11/29
氏（白山インターナショナルスクール代表 『ちょっと気）

になる日本の教育子供達に必要な教育とは・・・』
『直下型地震の恐怖体験 秒で我が人生は終？』12/6 ----10

（ひょうたん町耳鼻咽喉科医院理事）石丸幹夫
『年忘れ家族例会』招龍亭 ～12/13 19:00
『年次総会』次年度の理事・役員選出12/20
休会12/27

市内クラブ例会 変更
11 16 11 13金沢西ＲＣ 月 日（金）→ 月

日（火） 合同例会＊5RC
金沢北ＲＣ 月 日（木）休会11 22
金沢香林坊ＲＣ 月 日（月）休会11 26
金沢みなとＲＣ 月 日（火） 合同例11 13 5RC
会＊
金沢百万石ＲＣ 月 日（木）休会11 22
＊ 合同例会… 月 日（火）午後 時半5RC 11 13 6
～「松任グランドホテル」

、 、 、 、 、5RC は 金沢西 金沢みなと 野々市 白山
RC白山石川



- 2 -

点 鐘
『我等の生業』ロータリーソング

四つのテスト
先日の地区大会の時、当会長 挨拶

クラブが名前を呼ばれたときに出席者少
なく肩身が狭かったですが、次回岩倉会
長時には沢山参加ください。今日駐車場
で良い事がありました。吉田和尚さんと

目が合ったときに慈愛に溢れる笑顔をされ、おもわず手を合わせました。和尚さんはじめこの会には
素晴らしい方々がいます。幸せで、誇りに思います。

（卓話者）金沢市環境保全課 佐藤 博(ひろ)勝(かつ) 様特別ゲストの紹介
※ＲＣ例会の見学に石丸会員ご紹介の永原源八郎様 飛鳥住宅（株）代表取締役

白山ＲＣ 中川英治様、丁子泰征様ビジターの紹介
（４名） １日生 水野陽子会員 ４日生 東海林也令子会員今月の誕生者の紹介

２０日生 木下義隆会員 ２７日生 炭谷亮一会員
《 食 事 》

地域発展委員会より一言 谷伊津子委員長幹事報告・委員会報告

¥15,800- ¥308,063 ¥5,626,447-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
佐藤博勝様、本日は宜しくお願いします。皆さん、今年もあと２ヶ月金 会長

。頑張りましょう 金大病院院長が大阪の市民団体から告発されました江守巧会員

情けない話です。佐藤様、本日は宜しくお願いします。 今年無事に還暦を迎えます。これ東海林会員

からもよろしくお願い致します。 ついにこの２７日で６０才になります。今日は娘達から炭谷会員

のプレゼントの赤いシャツを着て参りました。老人になりました。いやだねえー 佐藤様、西村会員

水野会員ようこそ。卓話楽しみにしています。前回の例会二次会の残金をニコニコボックスします。

例会日の誕生日を迎えることが出来ました。これからもよろしくお願いします。 十周吉田昭生会員

。 。年記念事業の概要も決まり具体的な取り組みへと一歩前進致しました 皆様のご協力ありがとうございます

佐藤様ようこそいらっしゃいました。吉田光穂会員

金沢市環境保全課 佐藤 勝博(ひろかつ) 様講話の時間 『地球温暖化防止について』
～エコライフのすすめ～

これまでは温
室効果で地球は丁度平均気温 度の天体になってい15
ましたが （これがないと 度）このところ地球で、 -18
は人間活動が活発になるにつれて二酸化炭素などの
温室効果ガスが大量にに大気中に放出され、地球全
体の平均気温が上昇してしまいました。その結果、
北極と南極の氷がとけ、砂漠がなくなる、洪水がお
こる。デング熱などの熱帯病が流行する、害虫がふ
える、食料が少なくなる、絶滅する動物が増えるお
それがでてきました。日本の異常気象では 年に多治見市と熊谷市で 度にもなりまH19 40.9
した。 ここ 年で 度暑くなりました。金沢市の 排出量は 年が トン100 0.74 CO2 1990 2,635

であったのが 年には トンに上昇しました。これには車が ％、事務2002 3,283 33
所と店舗が 、家庭が ％、工場が です。24% 21 20%
省エネは の減少に役立ちます。 電気のエネルギーはクリーンですが、やはCO2
り油に頼る発電所では をだします。 金沢市の自動車数は に約 万台でCO2 S40 4
したが に 万台になりました。 金沢市の省エネ対策は新しいエネルギーのH13 31

、 、 、 、 、参入 燃料転換の推進 公共交通の推進 例えばフラットバス ハイブリット車

28電気自動車の採用 市民全員で省エネの推進を カーテンを厚く クーラーは、 、 、
度、ヒーターは 度で水道蛇口はこまめにしめることなどです。エヤコンは冷房20

°から °にすると は 減ります。水道蛇口もこまめに閉めることです。その他 を見る時間を減27 28 CO2 5,9kg TV
らすとか、車のアイドリングストップもいいでしょう。

点 鐘
１１月 ８日（木）例会終了後 場 所 ： 例会場において１１月 定例理事・役員会のご案内

議 題 ： ①ＣＬＰ（クラブリーダーシップ・プラン）について ②新入会員候補者の件 ③その他

。会員消息 下村義明名誉会員が受賞 11/3 加賀友禅に貢献 瑞宝単光章 おめでとうございます
～ 金沢２１世紀美術館にて 前田宏智会員（銀四分一内出象嵌花器） 木第 回日本伝統工芸展54 11/2 11/11

場紀子会員（紬織物 海光）や かって会員であった坂下直大さん（漆皮水指 星霜）や市島桜魚さん（平文波響
箱）等のすばらしい作品があります。是非ご鑑賞下さい。

回445
5F 2007 11.1ホテル日航

21/39 53.85%出席率
86.84%９月の修正出席率

エコライフについ
て 谷委員長


