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会員の心温まる記事をどんどんお願いします。編集部

（水） ～市内クラブ例会 変更 12 1・ 月 金沢ＲＣ 12/19 18:00
ホテル日航金沢「年忘れ家族会」 （水） 休会 （水）→金12/26 1/9

沢 新年合同例会 （月） ～ 金沢スカイホ8RC 12/10 18:30金沢東ＲＣ
「 」 （ ） （ ） （ ） （ ）テル 年忘れ家族会 月 休会 月 → 水 金沢 新年合同例会 金12/31 1/7 1/10 8RC 12/21金沢西ＲＣ

～ 金沢都ホテル「年忘れ家族会」 （金）休会 （金）休会 （金）→ （水）金沢 新18:00 12/28 1/4 1/11 1/9 8RC
年合同例会 （火） ～ ホテル日航金沢「年忘れ家族会」 （火）休会 （火）金沢南ＲＣ 12/18 18:30 12/25 1/8

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

1/3 1/10 1/9（ ） （ ） （ ）木 休会 木 休会 木 →
8RC 12/17（ ）水 金沢 新年合同例会 香林坊ＲＣ

（月） ～金沢エクセルホテル東急「年忘れ家18:30
族会」 （月）休会 （月）→ （水）金12/31 1/7 1/9
沢 新年合同例会 （火）8RC 12/18みなとＲＣ

～ クラウンプラザホテル金沢「年忘18:00 ANA
2/25 1/8 1/9れ家族会 １ 火 休会 火 →」 （ ） （ ）

8RC 1/29 ANA（ ） （ ）水 金沢 新年合同例会 火
クラウンプラザホテル金沢「創立１５周年記念例
会」 （木） ～ 招龍亭「年忘れ家族例会」 （木）休会 （木）百万石ＲＣ 12/13 19:00 12/27 1/3
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年度例会 予定 2007-2008
《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
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推薦人：石丸幹夫 魏賢任

北国新聞朝刊 （火）百万石 のラオス支援の記事2007.11.27 RC
。12/6 にクラブでは金会長、炭谷、吉田昭生、岩倉の会員が出発です
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点 鐘
ロータリーソング
『我等の生業』
四つのテスト

急な用事で今日は東会長 挨拶
京へとんぼ返りでした。
めったに無い事に金ちゃん命の携
帯電話を忘れました。

その為、公衆電話を探しては電話する事になり、大変でした。 このような経験をなさっ
た方はいかがだったでしょうか？ 本日は新入会員の長原様の入会式です。 大変うれしく
思います。一緒に楽しく、有意義な会にしていきましょう。

ビジター・ゲスト紹介（卓話者）白山インターナショナルスクール 代表 マーク・エルウエル 様
祖泉 淳様 江守志野さ竹田安代夫人、孔徳（こうとく）君

金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二様メキャップビジター
永原 源八郎 会員 （推薦：石丸幹夫、魏 賢任会員）

新入会員へのバッジ贈呈
永原源八郎新会員の紹介があり、石丸幹夫会員より

才で息子に譲り、今は会長永原源八郎新会員： 65
です。真柄建設にいました時はカゼで耳鼻科にかか

、 、りましたが 県議の会合でその石丸さんにおあいし
さそわれました。旅行が好きで、昨年までダイビン
グもしていました。大空にも憧れ、２０年間飛行機

。 。でもとびました ゴルフはさほどうまくありません
年もとっていますがよろしくお願いいたします。

《 食 事 》
幹事報告・委員会報告

響け命の歌声 弾き語りシンガーのローラ浅田さんのＣＤ画あります。乳癌江守道子前幹事：
の再発の中、支えてくれた人達への感謝の気持と自らの生き様を伝えたいと金沢市中心にライブ
活動をしています。ＣＤは 円です。よろしくお願いします。1,500

この頃は日本の大学でなく、米国の大学に高校から直接行き、優秀竹田敬一郎社会奉仕委員長：
。 。な成績でそこを卒業する人もいます インターナショナルスクールの意義は大きいとおもいます

。本日の講師の 先生のその点のお話がありますMark G Elwell

¥16,000- ¥337,063 ¥5,493,742-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
永原さん 歓迎です。 永原様、ようこそ。入会うれしく思っています。マーク・エル金 会長 石丸会員

ウエル様のスピーチ楽しみです。 マーク・エルウエルさん、ようこそ。本日は楽しみにしており井口会員

申 会員 炭谷ます。 マーク・エルウエルさん、永原さんようこそ。今日の卓話楽しみにしています。

来週、百万石のメンバー４人は、ラオスへ行って参ります。 マーク・エルウエルさんをお会員 竹田会員

迎えして。貴重な体験話を楽しみにしています。 永原さん、ようこそ。マーク・エルウ江守巧・道子会員

エルさん、よろしくお願いします。

「これからの日本の子どもに必要は教育とは・・・」講話の時間
講師 白山インターナショナルスクール 代表 マーク・エルウエル 氏

挨拶 竹田敬一郎委員長挨拶 《講演会》－ちょっと気になる日本の教育－主催：社会奉仕委員会

講話
明治時代は国造りの目的がはっきりしていましたが、日本は 年から 年間どうもは1945 60

っきりしていません。物作りからサービスへの ～ 世紀から 世紀は自分を考える時代19 20 21
です。移動と情報手段の発達はグロバル化をもたらし、コミュニケーションの能力が非常に
大切になりました。 特に研究者の英語力は北朝鮮と日本が最低の部類にはいります。これ
は英文学に偏った日本の大学教育の結果だと思います。そして、これまでの教科書と試験の
教育の結果です。言葉の教育は生活の中にあります。 子供でも人の前ではなせる習慣と共
に真面目な本を読む習慣が大切です。－－－－－

－－ （詳細は原稿届き次第掲載いたします ）。
Ｑ＆Ａ 加賀市にお住まいの理由、 語学教育は何故昔ながらか、

文法重視の教育、ハーバード大の授業料免除、日本人は日本に住む限
り英語通じなくても全く不便がない、英語の先生の問題など

点鐘謝辞・謝礼 村田副会長

１２月２日に金さんと魚釣りをしました。７０センチの会員消息
野鯉が釣れました。刺身、煮物で美味しく頂いて、成仏させました。
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