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「年次総会」 の ご報告
２０日の「年次総会」において、ＣＬＰ（クラブリーダーシップラン）に基づくクラブの理事役員が岩倉会長エレ
クト一任で選出され 承認されました。① 会長エレクトは副会長を兼任する。この件については、会則を変更す
る。②各委員会は５つにまとめ、各委員長のみを指名。委員長＝理事とする。③ 各理事長には 委員のメンバー
をリストアップしていただきます （次回招集の理事・役員会にて決定 ）年間を通し、各委員会は 炉辺会合を開。 。
き、企画・実行をお願いする。④役員４名（会長・幹事・会長エレクト・会計監査）と理事５名（各委員長）の小
さい政府でする。⑤ 理念コンセプトは 「友情交換とＥｎｊｏｙ」

～ 年度金沢百万石 理事役員2008 2009 RC
会長（役員） 副会長（役員・会長エレクト兼任） 幹事（役員） 副幹事岩倉舟伊智 村田祐一 宮本薫子
井口千夏 多田利明 炭谷亮一クラブ管理運営委員会委員長（理事） 奉仕プロジェクト委員会委員長（理事）

会員組織委員会委員長（理事） ロータリー財団委員長（理事） 広報委員会委員会委員魏賢任 西村邦雄
石丸幹夫 竹田敬一郎長（理事） 会計監査（役員）

ＲＩの役員とは『４分間情報』
、 、 。 、 、 、ＲＩの中央役員は 会長､会長エレクト ＲＩ理事と事務総長です ＲＩの役員は 会長 会長エレクトRI RI

副会長、財務長、その他の理事、事務総長、地区ガバナー、および、グレート・ブリテンおよびアイルランド内Ｒ
、 。Ｉ ＲＩＢＩ 会長 直前会長 副会長 名誉会計です（ ） 、 、 、 。ＲＩの役員はＲＩ細則の規定に従い指名 選挙されます

ＲＩ理事会は、 名のメンバーから構成され、理事会の議長である 会長、会長エレクト、 名の理事です。19 RI 17
各理事は細則に明記されているゾーン内のクラブから指名され、 年の任期を務めるべく国際大会で全クラブによ2
って選挙され、理事エレクトとなります。従って、各理事は、ロータリーの管理において、全クラブを代表する責
務を負います。 年の規定審議会では 「事務総長を報酬を受ける唯一の役員と規定する」という立法案が2004 、
可決され、ＲＩの役員は、事務総長を除き、全員無給です。ＲＩ会長は、ＲＩの最高役員です。ＲＩ会長エレクト
は、理事会のメンバーとして、また、ＲＩ細則に規定する任務および権限のみを持つものとします。

理事は理事ノミニーとして、理事会の定める日程にしたがって、 年おきにゾーン内のクラブ会員から 名指名RI 4 1
されます。世界を ゾーンに分け、日本はゾーン ， ， ， （Ａ）に含まれてい 理事の任期は 年。理事34 1 3 4 22 ます。
ノミニーは地区ガバナーの経験者の中から選出されます。地区ガバナーは各地区から地区ガバナー・ノミニーとし
て選出され、国際大会で選挙されて地区ガバナー・エレクトとなり
ます。ガバナーは、地理上の所管区域における国際ロータリーのた
だ一人の役員であり、ガバナーは、国際協議会で広範囲な訓練を受
けた人たちであり 世界の を超えるクラブのためのいわば 品、 「32,000

３ページへ続く質管理」の機能を果たしています。
地区(栃木)ホームページRID2550
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年度2007-08 >
(役員 金沂秀 （役員 岩倉舟伊智 （役員 村田祐一、西村邦雄理事・(役員) 会長 ： 会長ｲﾚｸﾄ ： 副会長 ：） ） ）

宮永満祐美、宮本薫子 江守巧幹事 ： 副幹事： 会計： 直前会長：（役員 野城勲） 池田裕之
江守道子直前幹事：

西村邦雄 斎木妙子 竹田敬一郎クラブ奉仕委員長： 職業奉仕委員長： 社会奉仕委員長：
吉田光穂国際奉仕委員長： 新世代委員長：江守巧 村田祐一 監査：後出博敏 例会： ：大沼俊昭 SAA

水野陽子 吉田昭生 石丸幹夫 炭谷亮一RC 情報： 広報： 増強拡大： 修練選考：会報： 魏賢任
北山吉明 炭谷亮一 二木秀樹企画： 親睦： 友好：木下義隆 ：R 財団

相川晶代米山委員長：木場紀子 谷伊津子 (事務局)地域発展：

5F 920-0853 2-15-1 T076-234-1111 19 00例会場 ホテル日航金沢 〒 金沢市本町 例会日時 木曜日 ：
1 2F 920-0852 3-2 T262-2211 F262-2241事務室 ライブ ビル 〒 金沢市此花町

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp URL http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
土日祝日事務局執務時間 月火水金 ： ～ ： 木 ： ～ ： 休憩時間 ： ～ ： 休日10 00 16 00 15 00 20 30 12 00 13 00

年度例会 予定 2007-2008
休会1/3

1/9 12:30 14:00（ ）水 新年例会 ホテル日航 －
（ ）1/10 休会 金沢８ＲＣ新年合同例会に振替

藤舎麻衣様1/17
相良光貞会員1/24
（さがら整形外科医院院長）
堀江浩一様1/31
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点鐘
『 』SONG R-O-T-A-R-Y

四つのテスト
西村副会長挨拶 金会長が所会長 挨拶

用で不在の為、副会長の西村がご挨拶さ
せていただきます。いつもなら、村田副
会長がご挨拶するところなのですが、こ
れから審議される次期役員の人選とも絡

す。んでのピンチヒッターという意味もあってのことです。クラブ年次総会よろしくご討議の程お願い致しま
香林坊ＲＣ 小幡謙二様メキャップビジター

《 食 事 》
幹事報告・委員会報告

理事役員の方は残ってください。また１０周年実行委員会野城勲幹事：
を開催致します。

（ ）江守道子前幹事：池田重子コレクションの日本のおしゃれ展が 土12/29
～ までエムザ８Ｆでありますのでご覧下さい。 円を 円割引1/10 500 100
になります。

¥10,900- ¥391,963 ¥5,662,042-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
年忘れ例会にはニコニコボックスを忘れましたので、又来年もよろしく。例会の後コーヒー石丸会員

を飲んだ残金と本日を合わせて三千円です。 最終例会ですね。プログラム委員として上北山会員

半期、何とかこなしました。後半も宜しくお願いします。先日、石川県総合バドミントン選手権５０才代

のダブルス部門で準優勝しました。久し振りの賞状を頂き、今年はこれで終わりにめでたし、めでたしに

しようと思っております。まだ元気はあるみたい。 ラオスの報告を楽しみにして江守巧・道子会員

。 、 。 。 。います 本日は 所用で途中で失礼します 今年はお世話になりました 皆様良いお歳を宮永会員

先週に続いて今日は、杜の里小学校で「出前で禁煙教育」をして来ました。新たに喫煙し村田会員

ない人が増えれば、将来日本からタバコが無くなるかも。今年一年皆様、ありがとうございました。新年

が良い歳になりますように。

クラブフォーラム 次期理事役員の決定について
「年次総会」において、ＣＬＰ（クラブリーダーシップラン）に基司会：宮本薫子副幹事

づくクラブの理事役員が岩倉会長エレクト一任で選出され 承認されました。 １ページ参照

役員４名 理事５名、計９名でいたしますが、 決定されました村田祐一次期会長エレクト：
委員長さんは必ず炉辺会合をして下さい。

吉田昭生会員（クラブ 周年委員長）ラオス訪問報告 10
。12/6 22 12/7 1:15時関西空港につき に出発しました

時にはバンコックに着きラオスのビエンチャンにはいり7
ました。そして 時には政府の要人との会談となりまし10
た。英文でしたが、パソコンの設置に付いての条件や必要
性など、討議しました。英語バージョンですし、指導者、
電力、室内環境（エアコンは無理でも天井を高くし床はタ
イルにする）などクリーヤーすべき事も可成りありました
が、大体いけると判断しました。総予算は４万ドルでパソ
コンは 台です。現在のラオスでは政府機関や特殊の企30

業にはコンピーターはありますが、国民の間には殆ど入り込んでいません。３月には又訪問し、調印の予定です。
是非成し遂げたい事
業です。ニコ をBOX
いかに有効につかう
かよろしくお願いし
ます。パソコンの建
物は６月までの乾期
に建てたいと思いま
す。 ＆Ａ 雨期はQ
どうか、メイテナン
スの問題

点鐘

回451
5F 2007 12.20ホテル日航

23/40 57.5%出席数
10 87.18%月修正出席率

煉瓦の建物が建て替えられ、パソコンが

設置される
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クラブ理事役員会と十周年行事打ち合わせ （木）12/20
退会希望者について、 周年の招待者追加、宴会費、出席予定者 名10 140

仕事係分担や予定予算 、下村義明名誉会員の祝賀会（二木秀樹会員）の話、
し合いがなされた。
**************************************
「米山学友ホームカミング制度」についてガバナー事務所から

、 、2007 1,850年秋に 奨学生をお預かりいただいた世話クラブ クラブを対象に
約 人の学友の消息を掘り起こす運動を始め ました。 年 月現13,000 2007 12
在、約４割の世話クラブからの回答を受領し、 データ入力・整理をしてお
ります。同時に、新しい学友データを地区に フィードバックしつつ、世話クラブに対してこの掘り起こし運動を
継続しておこなっていただくことをお願いしております。

、 。今般 その成果として見出された海外で活躍する学友に日本に里帰りして頂く制度を設立することと致しました
「米山学友ホームカミング制度」です。 毎年、世話クラブの推薦に基づき、地区が自信をもって広報できる海外
に 暮らす米山学友１名を決定し、里帰り費用の補助を米山記念奨学会事務局に申請するものです。１地区年間１

2008名 補助額上限は２５万円です 航空券・滞在費の一部として活用され 不足分は地区で補っていただきます、 。 、 。
年度を初年度として試行いたしますので、 年 月以降の計画をお願 いします。2008 7
【ホームーページでの申請書掲載は、 年１月初旬です】2008

お手数ですが当文書を貴地区内の全ロータリクラブに転送していただき、地区でお世話をした学友で、是非、里帰
、 。りさせたい学友を各クラブが地区ガバナ ー事務所に申請するよう依頼して頂きたく よろしくお願いいたします

以下は、添付資料の要約です。
【米山学友ホームカミング制度 概要】

１．応募条件 海外に居住する米山学友で顕著な活躍が認められる者。
当該学友を日本に里帰りさせることにより、広く多くのロータリアンにそ の成果と奨学生支援の醍醐味と意義

を伝えることができること。当該
学友の里帰りが、個人的なロータリアンとの交友に終わることが無いよう、地区組織が関わる 年 月以降の2008 7
スケジュールが決定し、宿泊先予定が計画されていること。
２．応募方法
ロータリアンが、地区内クラブ経由で、地区で世話をしている候補者（米山学友）を推薦する（所定用紙 。ロー）
タリアンやロータリークラブから適切な
推薦が無い場合は、ガバナーおよび地区米山奨学委員会によって被推薦者を選定し、申請することができる。その
場合は、担当するロータリークラブ を決定すること。
３．応募締切 毎年２月末日締切【ガバナー事務所締切】毎年３月１０日締切【当会締切】
４．申請書類【ロータリー米山記念奨学会 ホームーページに 年 月初旬にアップします】2008 1
①米山学友ホームカミング制度 補助費申請書
②推薦状
③米山学友の日本滞在スケジュール 以上

日本人は渡辺氏と小沢氏ＲＩ理事・役員 年度2006-07

李東建イドンクン 会長エレクトRI
宅は慶州市郊外の山村にある。 氏は繊維業で成功し、大邱市には歯科専門の６階建てビルをもち、４階までが

インプラントなど各分野別の医療部門になっていて、５階には市内の２５ の事務局が置かれ、レストランも含RC
めて大小５室の例会場がある李韓国支部長は日本の「ロータリーの友」にあたるコーリアン誌の編集長を務めてい
る。

会長ウィルフRI
リッド ウィルJ.
キンソン カナダ

会長エレクトRI
李東建 韓国

（ ）ＲＩ理事. 2006-08
渡辺 好政 (第

地 区 児 島 Ｒ2690
Ｃ) 日本

（ ）ＲＩ理事 2007-09
小沢 一 彦（ 第

地区横須賀Ｒ2780
Ｃ） 日本

事務総長RI
エドウイン フタH.
アメリカ


