
- 1 -

例会変更のご案内市内クラブ例会 変更 12 1・ 月
金 沢ＲＣ １２月１９日（水） １８：００～ ホテル日航金沢「年忘れ家族会」１２月２６日（水） 休会

１月 ９日（水）→金沢 新年合同例会※8RC
金沢東ＲＣ １２月１０日（月） １８：３０～ 金沢スカイホテル「年忘れ家族会」１２月３１日（月） 休会

１月 ７日（月）→１月９日（水）金沢 新年合同例会※8RC
金沢西ＲＣ １２月２１日（金） １８：００～ 金沢都ホテル「年忘れ家族会」 １２月２８日（金） 休会

１月 ４日（金） 休会 １月１１日（金）→１月９日（水）金沢 新年合同例会※8RC
金沢南ＲＣ １２月１８日（火） １８：３０～ ホテル日航金沢「年忘れ家族会」１２月２５日（火） 休会

１月 ８日（火）→１月９日（水）金沢 新年合同例会※8RC
金沢北ＲＣ １２月２０日（木） １８：３０～ 松魚亭「年忘れ会」 １２月２７日（木） 休会

１月 ３日（木） 休会 １月１０日（木）→１月 ９日（水）金沢 新年合同例会※8RC
香林坊ＲＣ １２月１７日（月）１８：３０～金沢エクセルホテル東急「年忘れ家族会」１２月３１日（月）休会

１月 ７日（月）→１月９日（水）金沢 新年合同例会※8RC
みなとＲＣ １２月１８日（火） １８：００～ クラウンプラザホテル金沢「年忘れ家族会」ANA

１２月２５日（火） 休会 １月８日（火）→１月９日（水）金沢 新年合同例会※8RC
１月２９日（火） クラウンプラザホテル金沢 「創立１５周年記念例会」ANA

百万石ＲＣ １２月１３日（木） １９：００～ 招龍亭 「年忘れ家族例会」 １２月２７日（木） 休会
１月 ３日（木） 休会

8RC 12 30※ １月１０日（木）→１月９日（水）金沢 新年合同例会 ホテル日航金沢 点鐘 ：
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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

月市内クラブ例会 変更 11
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
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点 鐘
『我等の生業』ロータリーソング

四つのテスト
我等の生業 確実なる職会長 挨拶

業奉仕を
（卓話者） 片桐特別ゲストの紹介

和喜 様 （ 法人 フィル・ジャパNPO
ン・フレンドシップ 理事長）山田 哲

夫 様（ 〃 副理事長） ※ＲＣ例会の見学に永原 源八郎 様 飛鳥住宅（株）代表取締役
ビジターの紹介 金沢南ＲＣ 神谷昌利様 金沢香林坊ＲＣ 小
幡謙二様

年石丸幹夫会員 年金沂秀会長皆出席表彰 29 9

1/9 12:30幹事報告・委員会報告 野城勲幹事： （ ）水
から金沢 新年合同例会です。全員登録ですのでご出8RC
席お願いいたします。

は《社会奉仕委員会竹田敬一郎社会奉仕委員長： 11/26
事業主催講演会》マーク・エルウエル 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・・・』です。 日本
の将来の教育について 英語です。

¥4,000- ¥312,063 ¥5,630,447-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
片桐さん、山田さん遠路はるばる御苦労様です。本日短時間ですけど宜しくお願いします。金 会長

。 。 。 。石丸会員 ①伝統工芸展すばらしい作品でした ②永原さん ようこそ ③片桐様ようこそ 卓話楽しみです

『人道支援について貴方が出来ること』講話の時間
片桐 和喜 様（ 法人 フィル・ジャパン・フレンドシップ 理事長）NPO

飽食の日本では新車同様の自
転車が放置されている現状で
す。廃車される消防車も走行
距離 、救急車でも17,000km

ｋｍで、しかもガソリ70,000
ン満タンのままです。このよ
うな状態の日本ですが、フィ
リッピンには消防車がありま
せん。提供しても右ハンドル
車であり、ただでも輸入関税
がかかります。寄贈なのにど

うしてか？等いろいろ難関がありましたが、フィリッピン
大使館にかけあったりして、税なしになりました。寄贈し
ても確実に市民の役ににたっているか？途中に介入して利権をむさぼる連中がいないか？を考慮しますと、やはり
事前に市民に日本から寄贈があった事を充分に宣伝する必要があります。例えばライオン
ズクラブで寄贈にあたり現地でパーティをしたりしました。モンテンルパ市長は刑務所前
で市役所人や、軍隊まで動員して寄贈式をしました。
今のフィリッピンは国内企業を守るためか、文房具、古着などは輸入禁止です。書籍も非
常に高価です。きちっと見積もり通りに行っているか？何回も脚を運ばねばなりません。
今後も消防車寄贈の企画をすすめていますが運送費は２台で 万円です。車は１月から100
２月が役所の入れ替え時期で古い車は年５～６台集まりますので、またご協力御願いしま
す。
Ｑ＆Ａ 日本人のフィリッピン移住について：定年退職の人が多く月 ～ 万で充分10 15
土地も人も確保出来、日本人村も出来ている。韓国人も多い。殺人事件は日本より少なく
治安は良い方である。またフィリッピン人はイスラムのミンダナオ等を除いてクリスチャ
ンが多く貞操感がしっかりしている。
フィリッピン政府にとっては米国のほうが演習後に兵器を置いていくので政府は

点 鐘むしろ歓迎している。

回445
5F 2007 11..8ホテル日航

20/3951.28%出席率
86.84%９月の修正出席率

皆出席 年の金沂秀会長9 皆出席 年の石丸会員29

山田 哲夫 様（ 法人NPO
フィル・ジャパン・フレ

ンドシップ 副理事長）
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金沢８ＲＣ新年合同例会開催のご案内
ホスト 金沢西ロータリークラブ

金沢８ＲＣ新年合同例会を開催致しますので、多数ご出席くださいますようお待ち申し上げます。
なお、当日のご出欠にかかわらず全員登録とさせていただきますが、準備の都合により、下記にてご都合をお知ら
せ下さいますようお願い申し上げます。 敬具
日 時 平成２０年１月９日（水）１２：３０～１４：００
場 所 ホテル日航金沢 ４階 「鶴の間」
会 費 ４，０００円 （百万石ＲＣは クラブ負担と致します ）。
※ 当日のご出欠を 月２６日（月）までにクラブ事務局へご返信下さい。11
※ 駐車場が混雑しますし、お酒の提供もございますのでお車でのご来場はご遠慮願います。
※ (月)～ (金)金沢市内 例会は新年合同例会に振替となりますのでございません。ご注意ください。1/7 11 RC

指名委員会開催のご案内
年次総会一月前となり 議長としては 次年度の を選出するため、下記の方々を指名委員にお願い理事役員候補者
し、会を開催致しますので、万障繰り合わせの上、ご出席頂きますよう宜しくお願い致します。
指名委員は現会長・幹事・会長エレクト・パスト会長・幹事とし、金 沂秀 野城 勲 岩倉舟伊智 江守

巧 江守道子 二木秀樹 炭谷亮一 魏 賢任 吉田昭生 （前田宏智） 木場紀子 竹田敬
一郎 石丸幹夫とします。これでもって総会までに次期理事、役員候補者名を決定します。

日 時 １１月１５日（木） 例会終了後 場 所 ホテル日航金沢 ５Ｆ 例会場
議長 指名委員会事務代表 石丸 幹夫会長 金 沂秀

2007 11 13 No.311『友』インターネット速報 年 月 日

柔軟性と長期的な焦点を備え新しい補助金構成>> ロータリー財団の新しい補助金構成モデルの下では、補助金は
すべて 種>> 類のうちのいずれかに該当し、また、教育的プログラムと人道的プログラムは統合されます。2
現在の地区補助金をモデルとする第一の種類は、地区が管理するものです。財団が自分たちのものであるという一
層の自覚をクラブと地区にもってもらうことを目的とするこの補助金は （望ましくは） か月以内に完了される、 18
地元や海外でのプロジェクトを遂行するためのもので、より多く

。 、 、 。>> の柔軟性を備えています 財団の使命に関連し これと一致している限り 幅広い種類の活動が認められます
クラブと地区は、地元や海外のニーズに取り組むために海外のクラブ（地区）と協力することができ、また、地域
社会でのプロジェクトにおいて地元団体と協力することもできます。持続可能であることは必須条件ではありませ
んが、長期的な成果が得られるよう計画を立てることがクラブに奨励されています。
第二の種類は、焦点をさらに絞ったもので、 ～ 項目の重点分野（ロータリアンの関心および現在の財団プログ3 5
ラムの状況に基づき、 年 月に管理委員会によりこれらの分野が決定されます）のうちの 分野における、大2008 4 1
規模で持続可能なプロジェクトを支援します。重点分野はロータリアンが特定する世界の優先的ニーズであり、こ
うした分野においてロータリーの財政的リソースとボランティアのリソースが最大限に生かされ、持続的で測定可
能な成果がもたらされるよう、財団はそのリソースを配分します。ロータリアンの関心と経験に基づくこれらの重
点分野は、持続的で有益な結果を生み出すことのできる長期的な取り組みを可能にします。
詳細は の「メディアとニュース」からご覧ください。 「ロータリージャパン」ホームページhttp://www.rotary.org/

『 』「 」 、「 」 『 』 、 、情報 友 言いたい 聞きたい 欄では ロータリー ならびに 友 について 日ごろ疑問に思っていること
問題提起、建設的なご意見を募集しています。投稿要領は 「ロータリージャパン」の日本語ホームページ、

から入り、画面左側にある「 友』の原稿を募集しています」からご覧くhttp://www.rotary.or.jp/contents.html 『
ださい。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

http://www.rotary.or.jp発行 ロータリーの友事務所 ホームページ
web@rotary-no-tomo.jpＥメール： ホームページについては／

hensyu@rotary-no-tomo.jp編集については／
１１月 ８日（木）例会終了後１１月 定例理事・役員会

場 所 ： 例会場において
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 永原源八郎氏（飛鳥住宅代表取締）推薦

人 石丸幹夫、魏賢任について
③ラオス視察の件 周年記念事業としてラオス援助の件で先10

ず金沂秀会長、炭谷亮一前会長、吉田昭生前会長、岩倉舟伊智会長
エレクトが代表として視察に
④その他 「年忘れ例会」 は （木) 招龍亭12/13 19:00

12/20年次総会は 理事役員会

。あと 創立 周年式典について 責任者の村田祐一副会長を中心に打ち合わせが行われた10


