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京都北東ＲＣ創立２０周年記念例会並びに祝宴のご案内
姉妹クラブの京都北東ＲＣがこの度 創立２０周年を迎えられます。下記の通り記念式典並びに祝宴のご案内を戴
きましたので、お知らせ致します。我がクラブの１０周年記念例会の折には、会長・幹事をはじめ１３名の会員の
方々に出席を戴いておりますので、クラブとして多数ご参加戴きたくご案内申し上げます

次期会長 岩倉舟伊智 次期クラブ管理運営委員長 吉田光穂

2008 7 21 Tel 075 712-1111日時 年 月 日（月・祭）会場 グランドプリンスホテル京都 京都市左京区宝ヶ池 ( )
登録開始 午後 時 分 記念例会 午後 時 分祝 宴 午後６時2 30 3 30
登 録 料 会員 １５，０００円 ご夫人１０，０００円

262-2241 E-mail:khrc@quartz.ocn.ne.jp返信先：ＦＡＸ
会 員 名 ご出席 ・ご欠席
ご同伴者名 ご出席 ・ご欠席

ロータリーの友 インターネット速報ミャンマー被災地にシェルターボックスが到着
大型サイクロン「ナルギス」がミャンマーのデルタ地帯を直撃してから約 週間後の 月 日、救援物資の詰2 5 16

まった 箱を積んだ飛行機が、イギリスからヤンゴン空港に到着しました。 この飛行機は、世界中のロータリ1,050
5 3 13ークラブが支援する草の根の災害救援団体、シェルターボックスのチャーター機でした。同団体は、 月 日、

4,000 5 8万 人余の死者と行方不明者を出したミャンマーに入国許可が最初に下りた外国救援団体の一つです。 月
日からヤンゴン入りしたイギリスの 人のチームが、すでにテント、蚊帳、器具、浄水用タブレット、そのほかの4
必需品の入ったシェルターボックス 個の配達作業を行っている中、支援にやってきたのは、イギリスチームに644
手を貸そうという 人のアメリカ人ボランティアでした。ミシガン州プリマスロータリークラブの会員で大学生用2
教科書専門の出版者、パトリック・オルソンさんと、テネシー州ブレントウッド出身で不動産査定官を務めるデビ
ッド・イービさんです。チームは、地元の関係当局と協力し、最も被害の大きかった遠隔のデルタ地帯、イラワジ
に救援箱を届けるため、飛行機からトラックへと荷を積む作業に当たりました。 チームは先週からヤンゴン当局
と密接に協力し、被災地に物資を届けているとのこと。
シェルターボックス・チームの活躍は、物資の配達だけ
にとどまるものではありません。消防・非常事態に携わ
る現地の人々を対象に、シェルターボックスに入ってい
る物資の使い方やテントの張り方を教える指導者の訓練
も実施しました。

金沢市内クラブの時間変更
（月） ～「金沢スカイホテル」金沢東ＲＣ 6/9 18:30
6/20 7:30 6/27金沢西ＲＣ （ ） 「 」金 ～早朝例会 和田屋

18:00 6/24 18:30（ ） 「 」 （ ）金 ～ 都ホテル 火金沢南ＲＣ
6/26 18:30～「ホテル日航金沢」 （木）金沢北ＲＣ

～「松魚亭」
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年度例会 予定 2007-2008
金森栄治様（石川ミリオンスターズ監督）5/29
会員卓話6/12
《社会奉仕委員会主催講演会Ⅲ》6/19

ガート Ｔ．ウエスタハウト 氏（金城大短
期大部准教授）

年度最終例会6/26 07-08
『一年を振り返って』

その他予定
★ ～ （韓国光州市)5/23 24 3710 地区地区大会

京都北東ＲＣ 周年例会★ （祝）7/21 20
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点 鐘
ロータリーソング
『 手に手つないで 』
四つのテスト

～ は 地会長 挨拶：5/23 24 3710
区の地区大会があり、行ってきまし
た。大変な歓迎であり、演出も迫力
がありました。ーーーー

金森栄治監督（石川ミリオンスターズ） 片田 敬太郎様（理ゲスト紹介 ビジターの紹介
学療法士 日本体育協会公認アスレチックトレーナー）

食時中は石丸会員の 地区 地区大会スライドショー があった。久《 食 事 》 3710
保ガバナーほか大歓迎をうけた。

①Ｍｙ箸ご使用のおすすめ 注文は事務局で取り纏め ②６月の月信お休みのお知多田幹事
らせ

６／５ ソプラノ歌手岩田志貴子さんをお迎えします。ご家族ご友人お誘い北山企画委員長
合わせ下さい。

¥19,000- ¥617,963 ¥4,599,012-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
石川ミリオンスターズの金森監督、片田トレーナーようこそお出で下さいました。卓話、楽金 会長

しみにしています。 金森監督をお迎えして。 韓国 地区大岩倉会長エレクト 石丸会員 3710
会、本当に忙しかったが、大歓迎を受けました。 石川ミリオンスターズの金森監督、ト北山会員

レーナーの片田さんようこそ。卓話楽しみです。 金森栄治様、ようこそ百万石へ。ご活木場会員

躍を祈ります。 金森監督、卓話たのしみにして居ります。明日より、サミット会場木村陽子会員

の洞爺湖ウインザーホテルへお仕事で行って参ります。 せんだっての中国四川省の大地魏 会員

震に義援金を頂き有難うございました。￥ でした。 来週の月曜日に中国駐名古屋総領事館に送ら38,330
せて頂きます。 金森栄治様の素晴らしい選手を育てるいい卓話に期待しております。永原会員

５月２４～２８日まで１０名で中国大連、遼陽（りょうよう 、瀋陽（しんよう）の市吉田昭生会員 ）

長代理・県庁代理から熱烈歓迎を受け身に余る旅をして参りました。 魏さんの民間外交と交友は素晴らしいものでした。

金森監督、片田トレーナーようこそ。本日は楽しみにしております。井口会員

金森栄治様（石川ミリオンスターズ 監督）講話の時間『 私の野球人生 』
ロフィール 年 月 日生 歳 金沢市此花小学校出身 学プ 1957 1 24 51 PL

園－早大－プリンスホテル－西武－阪神－ヤクルト－ ＜コーチ＞－ヤクルト

－西武－阪神－ソフトバンク－石川ミリオンスターズ ・日本球界屈指の名バ

ッティングコーチ ・城島、井口、カブレラ、和田、 佐藤など、監督指導のGG
もと開花した選手は多い ・石川ミリオンスターズ初代監督、チームを初代チャ

ンピオンに導き、内村選手を東北楽天に輩出

私はここの此花小学校の出身です。生家は今のリファーレのパーキ
ング前の所の金物屋でした。父親は野球が好きでよくキャッチボール
をしました。中学は野球の為に大阪にいきましたが、大変淋しかった
思い出があります。まさか石川県に戻るとは思いませんでした。大阪
ではＰＬ学園で甲子園にも出場しました。今では父の３回忌も済んで、父親は私を呼び戻

したのかも知れません。早稲田大学にはいり、野球をつづけました。其処は大変きびしく、当時、練習中には水が
飲めない習慣で大変でした。便器の水さえのみました。それでも病気になりませんでした。黴菌の免疫にがついて
いたのでしょう。大学４年の春には首位打者になり、卒業と共に新
しく出来たプリンスホテルのチームにはいりました。都市対抗の補
強選手としてはいった東京ガスではベスト４になり、私はリーディ
ングヒッターになりました。それから西武ライオンズにはいりまし
たが 、もう石毛さんはもう先輩になってしまい、東尾さんはまさに、

。 。神様でした 廣岡監督は管理野球で生活や服装にも厳しい人でした
そこで普段の行いがプレーにあらわれる事がわかりました。西武に
６年いて、当時非常に弱かったタイガースにはいりました。選手は
大変気楽で負けても「またあしたね」とにこやかでした。西武の沈
黙反省とは大違いでした。それからヤクルトにいきました。野村監
督は大変選手の心のわかる人でした。そして何よりも野球の好きな
方で、予習復習のやかましい方でした。結局 西武で４回、ヤクル
トで１回優勝しました。組織を動かすには一人では不可能で協力

点 鐘者が必要な事を痛感しています。
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5Fホテル日航

2008 5.29
22/40 55.00%出席率

92.31%４月の修正出席率

トレーナー

片田 敬太郎様

金森監督と片田トレーナーと共に 二次会


