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金会長・野城幹事へ次年度岩倉会長・多田幹事より花束贈呈 お疲れ様でした。次年度もよろしく
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年度例会 予定 2007-2008
新年度岩倉舟伊智会長「所信表明」 中谷安宏様（感染症専門医 「アメリカの生活を振り返ってみて」7/3 7/10 ）

於：招龍亭 栗城多史様（ソロアルピニスト） 理事役員会 休 会 未定7/17 7/24 7/25
★ （祝） ★ ラオスＩＴ教育センター式典・完成記念パーティその他予定 7/21 20 7/26京都北東ＲＣ 周年例会
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点 鐘
ロータリーソング
『それでこそロータリー』
四つのテスト

皆様こんばんわ 今会長挨拶
日は会長最後の例会なので「ラフ

イズ オーバー」でネクタイを
してきました。この一年間右も左
もわからない私をメンバーの皆様

が支えていただき何とか会長職を全うする事ができました。改めて皆様ありがとうございました。会員数から計算
すると次回の会長職は４０年後になりそうですが、今後も会の発展のためにお役に立ちたい
と思います。１０周年記念事業のラオスＩＴセンターの発展を応援し見届けなくてはいけま
せん。これからも沢山の奉仕の種を植え育てていきたいです

なしゲスト紹介
金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二様ビジターの紹介

《 食 事 》
地区から の宮城・岩手地震の募金要請がありまし幹事・委員会報告 野城勲幹事 6/14

た。募金箱をまわしますのでお願いします。 （とりあえず本日は でした ）¥|12,600 。
。炭谷ラオスＩＴ教育センター設立プロジェクト実行委員長：IT センターの屋根も出来ました

にまにあわせたいです。7/26
ラオスＩＴ教育センターキャッチコピーは北山吉明会員のを採用する事にしまし
た。

The history of IT in Laos dates from July 26th 2008
年 月、ここからラオス 時代の歴史が始まる！2008 7 IT

のロータリーの友から石丸幹夫：2008.7
新しい高柳ガバナーの紹介 一年で メ500
ン炎のニコボックスや土曜午後の例会で

人のメーキャップがあった の話し等。100 RC
栗城多史様（ソロアルピニスト）について、エレ北山吉明企画委員長 ：

ベスト登山を成功させてあげたいので協力をお願いいたします。
明日は湯涌温泉湯の出で 金沂秀会長の慰労会と新木下義隆親睦委員長：

入会員の歓迎会をいたします。今の所２３名です。
あら走りの会もします。

睦委員長：明日は招龍亭で金沂秀会長と新入会員の歓迎会とあら走りの会をいます。吉田光穂 SAA: 親

¥25,000- ¥699,463 ¥3,680,512ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
、 。 、香林坊ＲＣ小幡様 恥ずかしいんですが また来てしまいました 決して暇な訳では無いんですが

いつも有難うございます。 一年間本当に有難うございました。 皆さんの力を借りま金 会長

野城幹事して何とか今日に至りました。岩倉年度も一生懸命頑張ります。カムサハムニダ。

皆様のご協力のおかげで一年間幹事をさせて頂きました。ありがとうございました。これからも、よろ

しくお願いします。 金 会長、並びに理事役員の皆様、一年間御苦労様でした。来岩倉会員

年は、私の番ですが、宜しくお願いします。又、明日落慶法要の為、出席できません。申し訳ありませ

ん。 金会長、御苦労様でした。 金会長、野城幹事、一江守巧・道子会員 木場会員

年間有難うございました。充実した一年でした。明日は、おいしいお酒を！ 金会長、魏 会員

炭谷会員野城幹事一年間大変お疲れ様でした。岩倉次年度会長・多田幹事宜しくお願いします。

金 会長、一年間ご苦労様でした。大変立派な会長でしたね。 金さん、一年間御苦多田会員

西村会員 永原会員労様でした。 金会長、御苦労様でした。明晩楽しくやりましょう。

比良会員金会長、一年間頑張ってくださって、ありがとうございました。これからも、会のサポートにお力添え下さい。

新入会員歓迎会に出席できなくてすみません。又、機会があれば誘ってく下さい。宜しくお願いします。 金水野会員

会長、野城幹事他の役員の皆様、一年間御苦労様でした。 金会長、野城幹事会員の皆様、一年間ありがとうご村田会員

ざいました。７月からも宜しくお願いします。

「 一年を振り返って 」講話の時間
昨年のはじめはすごいプレ金沂秀会長：

ッシャーを感じていました。しかし、実
際は皆さんのおかげでここ一番のときに
は支えられて気持ちよく仕事がいきまし
た。一人では出来ないことも野城勲幹事
や西村邦雄副会長、村田祐一副会長や皆

。 。さんににささえられました 安心でした
有難うございました。

会員の皆様の協力のおかげ野城勲幹事：
でやれました。

回474
6.26 2008ホテル日航

24/40 60.00%出席率
86.54%５月修正出席率
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早退北山吉明企画委員長：
、村田祐一副会長：本年度ｈあ適材適所で

１０周年事業は吉田昭生実行委員長は本
当に上手でした。盛大で立派でした。

１０周年西村邦雄副会長
のまとまり、本当にいい
クラブでした。
吉田昭生 周年実行委員10

あのときを考えると、長：
どうしてあんなにスムー
ズにいったのか不思議で
すが、女性会員がおられた事が原因だと
思います。男性だけではだめです。今回

ラオスへ行くことにしましたが、ワイシャツを買いま
した。

炭谷亮一ラオスＩＴ教育センター設立プ
ラオスは必ずやロジェクト実行委員長：

り遂げます。 地区の仕事につづきました
、 。が ３～４年は面倒みたい

皆さんにはひとりひとり握
手したい。

やはり 周年ですね、井口千夏会員： 10
不安はあったが、まだ解らない事もあ
りますのでよろしくお願い致します。

二木秀樹ロータリー財団
ロータリー財団の事、 周年は委員長： 10

すごい行事でした。 年後10
もまたがんばります。
木場紀子米山奨学会委員長
米山月間に奨学生を迎え：

。 。ました は富山まで勉強に行きます7/19

昨年は出席が少魏賢任増強拡大委員長：
しでした。増強には永原と比良の両会員
がはいりました。又 増
強したい。

たまにし相良光貞会員：
かこない私を社会奉仕委
員長に下とは其の見識の

なさにはビックリしました。

ロータリーは自分に宮永満祐美会員：
100とって何であろう？私は目下出席

％をめざしています。
メイキャップはワクワクです。頑張り
ます。
斎木妙子職業奉仕委

ロータリー員長：
は自分にとって何でしょうか？出席
100 10 5％を目指しています 周年も。
周年も良い経験でした。

入ってみたら素晴らしいロータリー永原源八郎会員：
クラブでした。女性会員も沢山いて、
和やかです。感謝しています。極力出
席したいです。年を取って入会しまし
たが、楽しいＲＣです。いろいろお手
伝いします。金会長には新人は に6:30
来なさいといわれ来ています。

ロータリー岩倉舟伊智会長エレクト：
とは何ぞや？職業奉仕です。しかし今
度のラオスはどうなるか？わかりませ
ん。日本の技術では
やれません。図面通
りにはならないでし
ょう。又来年度よろ

しくお願い致します。
いいロータリーで感比良直寛会員：

謝です。
い金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二様 ：

つもお世話になっています。インドネ
シアはバドミントンが国技です。その
ためか大変強い選手がいます。 世界
からバドミントンの勉強にきていま
。 。す 金沢からもバド留学をしています

石川県人会がジャカルタで行われ7/12
ます。会長は大道工業会長です。関一の親日国です。
百万石クラブは居心地の良いクラブですね。魏賢任さ

んとは大連も行ってきました。またメ
イキャップします。よろしく。

金沂秀会長に誘わ多田利明次期幹事：
れて入会まだ一年生なのに幹事、もう
びっくりです。たのロータリークラブ
の人もあきれています。
水野陽子ＲＣ情報委員

このクラブで皆出長：
席を目指しています。

も石丸幹夫会報委員長：
うすぐロータリー３０
年、会報委員長１０年、
そろそろ介抱される年に
なりました。出席免除会員でもあります
が、元気なかぎりは出てきますのでまた

付き合ってください。
出席は良くあり木下義隆親睦委員長：

ませんが、飲み会は大体でています。
またよろしくお願いします。

金会長江守巧前会長：
ご苦労様でした。人脈
の広い金さんでしたが
有難うございました。

次は岩倉舟伊智さんよろしくお願い致
します。

周江守道子前幹事：10
年には欠席し、済みません。米国で研
究会があり、失礼しました。職業奉仕
です。やめたいと思った事もあるロー
タリーでしたが、私にとってロータリ
ーは一つの核であり、これで人との繋
がりができました。

休まないＳＡＡでい吉田光穂ＳＡＡ：
きました。支えてくださった皆様には

。 。感謝です 協力を有難うございました

お疲れ様でした！！

点 鐘



- 4 -

国際大会の本寄贈キャンペーンでギネス記録樹立

年ロサンゼルス国際大会中の 日間で、ロータリアンが寄贈した2008 7
本の数がギネス世界記録を樹立、識字率向上への熱意を証明しました。
この図書寄贈プロジェクトはロサンゼルス・タイムズ社との協同事業
で、年相応の読み書きができない子どもが多くいる地域として、カリ
フォルニ ア州南部とネバダ州南部の公立の幼稚園と小学校に図書を寄
贈するものです。
国際大会の最終本会議中、ギネス世界記録の審査員を務めるダニー・
ガートン・ジュニア氏は、 日間で最も多くの本を寄贈した新記録保持7

。者としてロータリーを認定
24集められた本は、なんと

万 冊に上りました。大会中は、寄贈された本を積み重ねて「本の2,624
山」をつくり、ロータリアンや著名人が、校外学習で訪問中の子ども
たちに本を読み聞かせるスペースも設けられました。
同プロジェクト委員長を務めるインゴ・ワーク氏は、記録樹立に感謝
するとともに「ロータリーは社会全体のためだけではなく、特に子ど
もたちに対し、愛をもって識字率の向上に取り組んでいます。読むこ
とに必要なのは、愛だけです」と述べました。

『ロータリージャパン』ホームページ情報

月 ～ 日、アメリ6 15 18
カ・ロサンゼルスで開催さ
れた国際大会の模様を、写
真とともに紹介していま
。『 』す ロータリージャパン

の日本語ホームページから
2008から入り 画面上段の、 「

年 ロサンゼルス国際大
会」をクリックして ご覧ください。

http://www.rotary.or.jp/contents.html

次年度の年会費に、ポリオプラスへの寄附金を加えて請求します。年間２５００円／１人 今年度より３年間
継続事業として

納得して頂けると思いますが、何の事かわからない方もいらっしゃるので下記のポリオに関する事が載っている
ので其の記事をのせます。
数十年前、世界は絶えずポリオ発生の脅威に晒されていました。ソーク博士とサビン博士によるポリオワクチン導
入のおかげで、世界の多くの地域では、こうした発生はもはや過去の話となりました。
しかし、未だにポリオの感染に怯えながら暮らしている人々が数多くい
るのも事実です。ロータリーと世界的な協同組織が、すべての子供にワ
クチンを投与し、世界中からこの病を撲滅しようと懸命に取り組んでい
るのは、このためなのです。
全世界的なポリオとの闘いでは、大きな進展が遂げられてきました。

年代には、 カ国で、毎日 人の子供たちがポリオに感染し1980 125 1,000
ていました。 それから 数年経った現在、ポリオの症例数は パーセ20 99
ント減少し、 年に報告された症例は 千件を下回りました。2006 2

億人の子供たちが予防接種を受けた結果、 万人がポリオによる身20 500
体麻痺の後遺症を免れ、 人以上が死を免れました。250,000

Jean-Marc Giboux
金沢百万石 事務局RC


