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2008.4.19（土）18:00 はクラブ創立１０周年例会

2008 1 29 No.320『友』インターネット速報 年 月 日
元ポリオ患者のガバナーが撲滅への決意を語る 第 地区（スイス）の現ガバナーであるヘルツォークさん1980

は、ガバナー エレクトが就任できなくなったことを受け、 年目のガバナー任期に備えるために、サンディエゴで2
の国際協議会に出席しました。ロータリーがポリオ撲滅に力を貸していることほど、自身にとって意味があること
はない、とヘルツォークさんは言います。水曜日の本会議にロータリーの 億ドルのチャレンジが発表されたこと1
で、この病を撲滅することに対する自らの決意がさらに固まった、というヘルツォークさんは、次のように言いま
す 「私の地区のロータリアン全員に、このチャレンジに関わってもらいたいと思います」既にスイスで多地区合。
同のポリオ・プラス・パートナー募金キャンペーンを率先して行ったことのあるヘルツォークさん。第 地区1990
（スイス）および第 地区（スイスとリヒテンシュタイン）と協同で、今後 か月に、インドでの予防接種の2000 6
ために 万ドル以上を募金することを計画しています。スイスの全ロータリアンとローターアクターに対し、この9
キャンペーンに少なくとも ドルを寄付するよう求めています。李東建ＲＩ会長エレクトとロータリー財団が定10
めた目標は、努力を要するものであることを認めています。サンディエゴから帰国した後には、地区内のクラブは
以前にもまして活発に活動するだろうと、彼は予想します。

、 、 、 。このほか 国際協議会の写真 年度テーマ ロゴについてはＲＩの日本語ホームページからご覧ください2008-09
http://www.rotary.org/ja/Pages/ridefault.aspx

新会員となった皆さん
ロータリーへようこそ！新会員となった皆さんには、ロータリー・クラブと国際ロータリーを通じて、クラブ、

地元地域、さらには世界中の人々と交流する機会が提供されています。
経験豊かなロータリアンは、参加こそが鍵であると口を揃えて言っています。関心のある分野の委員会に参加した
り、例会の挨拶係を引き受けたり、奉仕プロジェクトのチームに加わるなど、積極的にボランティアとして参加し
てください。こうした活動に参加すればするほど、クラブの仲間との親睦が深まり、ロータリーについて深く理解
できるようになるでしょう。

その他予定
★ （土） ～ 白山市3/8 13:30 18:00IM 都市連合会
松任文化会館
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年度例会 予定 2007-2008
松倉晋（すすむ）様（横河電機㈱）1/31

「横河電機のライフサイエンス事業と生体磁気計測
技術の紹介」

《 》「 」2/7 地域発展委員会事業 地球温暖化についてⅡ
灰屋英成様（市環境保全課）～エコドライブ～
佐川哲也様 （金大教育学部教授）2/14

「スポーツ人類学」
ローラ浅田様 ～弾き語り～2/21
上杉輝子会員（㈱コスモテックス 専務）2/28
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『手に手つないで』点鐘 SONG
四つのテスト
寒くなりました。皆様風邪会長 挨拶

などひかないようにお気をつけください。
今日は寒波が襲来して出席が今のところ少
し悪いようですが、ラッシュで遅れている
のだと思います。今日は相良会員の卓話も

ありますので、この後もう少し出席者も増えることを期待しています。
会長職もあと６ヶ月を切りました。歴代の方のお話だとはじめの半年が大変でその後は楽チンだとの事ですがどう
でしょうか？今年はこの後１０周年が控えています。皆様よろしくお願いいたします。ロータリー年度も半分すん
でしまいましたが、これからが勝負です。かぜを引かないようにしたいです。ご協力をお願いします。

なし特別ゲストの紹介

（ラオス担当）ラオスでのＩＴ教室の立ち上げを理事会で幹事報告・委員会報告 炭谷亮一会員
決定しました。友好 の協力も貰いたいと思っています。既に京都北東クラブRC
を訪問しました。すごい歓迎でした。百万石クラブの皆様も是非ご協力をお願い
します。私が先ず寄付を１万円致します。

（ ） 。野城幹事 ①１０周年例会の委員の方 木 の例会後は予算の会合をします1/31
までに提出して下さい。② には です。加賀白山 の担当です。1/28 3/8 IM RC

スロベニアワイン会をします。私の従兄弟がワインを扱っていま北山吉明会員
した。とどろき亭の木村さんに頼んでワイン会をする事にしました。 人限定40
ですがご参加下しさい。

《 食 事 》
¥18,000- ¥430,963 ¥5,673,748-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高

相良先生の後援を楽しみにしております。 先週は卓話をさせていただきまして大平会員 藤舎眞衣

有難うございます。 井口さん、無事に踊れました。皆様に喜んで頂きまして嬉しかったで藤間勘菊

す。 皆様、新年好（シンネンホウ）！あげましておめでとうございます。今年の中国のお魏 会員

正月は２月７日です。その翌日２月８日の夜、弊店の菜香楼新館で俳優の藤巻潤さんをお招きして食談を

行う予定ですので、ご都合の良い方、是非ご参加頂きたいと思います。 寒くなりました。東海林会員

相良様、卓話を楽しみにしています。 岩倉会員と二人で京都北東ＲＣを訪問して参りまし炭谷会員

。 。 。た 大歓迎され二日酔いになりました ラオスのプロジェクトは９９％５千＄拠出して頂けると思います

相良先生、卓話を楽しみにしています。 相良先生のお話楽しみにしていま西村会員 水野会員

す。 相良先生 お話し楽しみにしています。多田会員

『 私の医感・異感・イカン 』 相良 光貞 様（さがら整形外科医院 院長）講話の時間

手術の多い病院で修行したせいか、技術はうまくなったと思っています。平成４年
に開業しましたがそれまでいろいろの病院をみましたから、病院のノウハウはしりま
した。現在一日 人の患者さんをみています。200
医師が長者番付に出るのはおかしいといわれますが、ひとりでこれだけみますとね、
まあ転業も出来ませんので、淋しい事もあります。しかし、今では手術も減少してき
ています。大病院が片っ端から をとるのもおかしいですね。病院手術のあと障害MRI
がのこり、よくならんのもあり、保存的治療も大切であると思っています。この頃ギ
プスしないで手術をする人が多いです。私は赤字覚悟でマッサージ師を沢山抱えてい
ます。腰痛なんか人によって感受性にかなり差があり、精神安定剤でよくなる人もい
ます。
ーーーーーー
（収入を上げるためとも摂られかねない、高価な検査や過剰診療はせず、

手術の必要ないものをみつけ、多くのスタッフの協力をえて、保存的治療にも力を入
れているようです。現在の市内の整形外科では一番はやっているのと違いますか？）

点鐘
市内クラブ例会 変更
金 沢 金沢RC 2/6 18:00 3/5（水）夜間例会 ～ 金沢ニューグランドホテル （水）ＩＭに振替のため休会

（月）夜間例会 ～ 松魚亭 （月）ＩＭに振替のため休会 （月）クラブ定款第５条第１東 RC 2/4 18:00 3/10 3/17
節による休会 （金）ＩＭに振替のため休会 （火）ＩＭに振替のため休会金沢西 金沢南RC RC3/7 3/11

2/28 18:30 3/6 2/4 2/2金沢北 香林坊RC RC（ ） （ ） （ ）木 夜間例会 ～ 松魚亭 木 ＩＭに振替のため休会 月
創立 周年記念例会に振替のため休会 （月）ＩＭに振替のため休会 (月) クラブ定款第５条第１節に20 3/10 3/31
よる休会 （火） クラウンプラザホテル金沢「創立１５周年記念例会 （火）ＩＭにみなと RC 1/29 ANA 3/4
振替のため休会 （火）クラブ定款第５条第１節による休会3/25
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