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◆ ※ 頃ガバナー公式訪問日 10 23月 日（木） 18:40
までに 例会場へお越し下さい。

～ 会長幹事懇談会（出席…ガバナー、ガバナー補18:00 18:30
佐、地区幹事、会長、幹事、会長エレクト）

～ 開会点鐘 （通 常 例 会）19:00
（ ）19:30 2610～ 卓 話 地区ガバナー高柳 功 氏 富山中ＲＣ

閉会点鐘20:00

（木）例会後 ～ 時クラブ協議会 10/9 20 21
世田谷中央との友好例会も予定しています。吉田光穂委員長：

現在の金沢市は外国人への対応が遅れているとい木村幸正：企画委員長
。 「 」 。われています そこで今年度は 日本の美の再発見 がメインテーマです

。炭谷亮一奉仕プロジェクト委員長：10 周年の記念事業の継続とケアです
ラオスにはまた行きます。

ほとんどクラブ会報に時間をとられていま石丸広報情報雑誌会報委員長：
すが、クラブホームページも担当しています。大事なのはそれよりもロー
タリー広報であると思います。ちなみに地区には広報情報雑誌員会はあっ
てもても会報と名のつくものはありません。広報はコンサートなどでベテ
ランの北山会員と新聞社に顔の効く斎木会員になってもらっています。な
お情報は新会員の永原会員にロータリーの友を読んででもらいます。

ロータリー財団寄付は 年間一人 ドルとクラブからフェローを 人お願いします。またポ井上ガバナー補佐： 100 4
リオに 円×会員数をよろしく。2500

世界的規模のパイロットクラブという斎木国際奉仕委員長：
奉仕団体の援助を寛げています。

禁煙運動についてはぜひとももっと進めたい。村田副会長：

金沢市内ＲＣ例会変更
金沢ＲＣ １０月２２日（水） 観月の宴 クラウANA
ンプラザホテル金沢 １０月２９日（水） 休 会
金沢西ＲＣ １０月２４日（金） 休 会

18 00金沢南ＲＣ １０月１４日（火）辰口温泉まつさき ：
金沢北ＲＣ １０月３０日（木） 松 魚 亭

18 30点鐘 ：
みなとＲＣ １０月１４日（火） 休 会

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku

8Kanazawa Million Weekly Bulletin No. 0487 10.16 2008
碧い大気

青い海 蒼い大地

．

2008 2009～ >
竹田敬一郎（役員） 会長： 会長ｲﾚｸﾄ副会長： 幹事： 会計監査：岩倉舟伊智 村田祐一 多田利明

井口千夏ＳＡＡ：
（親睦友好：宮永満祐美 プログラム：木村幸生 ：井口千夏）（ 吉田光穂理事）クラブ管理運営委員長： SAA

職業：申東奎 社会：相良光貞 国際：斎木妙子 ニコ：東海林也令子）奉仕プロジェクト：炭谷亮一（
（会員増強：吉田昭生）会員組織委員会：魏賢任

ロータリー財団と年次寄付：木場紀子）国際ロータリー財団委員会：西村邦雄 （
（副：大平政樹 広報：北山吉明 ロータリー情報：永原源八郎 会報：石丸幹夫)広報委員会委員長：石丸幹夫

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 ：
相川晶代事務室 ライブ ビル 〒 金沢市此花町1 2F 920-0852 3-2 T262-2211 F262-2241 (事務局)

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
《ガバナー補佐訪問》ガバナー補佐10/9

「ロータリーあれこれ」井上三郎様
例会後「クラブ協議会」

“日本の美シリーズ” ☆－芸能の美－☆10/16
田中杉芙勢様（箏曲） ３Ｆ「孔雀」
《ガバナー公式訪問》ガバナー 高柳功様10/23

年度米山奨学生 玄景守さん10/30 08-09
《Ｒ財団委員会（米山奨学委員会）主催》
「米山奨学会について」

地区米山記念奨学生小委員長
冨木 誠一様（金沢香林坊ＲＣ

高柳 功ガバナー

例会前にガバナー補佐、会長、幹事懇談会

例会後にクラブ協議会
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点 鐘
手に手つないで』Song：『

四つのテスト
先週は欠席しまして会長挨拶

すみません。このところ日本
では 人のノーベル賞受賞者4
があり、大変元気の出る話で
すが、景気は米国の自滅で日

本にとってもとても大変な時です。ほとんどの新聞はこの経済の話ばかりで、総選挙などしない
で、麻生さんには全力で経済に頑張ってほしいと思います。私どもの建築、不動産業務は軒並み
ダウンで、これからももっと悪化するものと思われます。

村田祐一会員６か年皆出席表彰
ＲＩ第 地区 石川第一分区Ｂガバナー補佐 井上 三郎 様ゲスト紹介 2610

なしビジターの紹介
《 食 事 》

来週はガバナーの訪問例会です。幹事報告・委員会報告ほか 多田幹事：
多くのご出席お願いします。今日お例会の後は井上ガバナー補佐とのクラブ協議会

です。委員長の方は残って下さい。
パイロットウオーキング、美術展は盛況でした。特に美術展は感激の江守道子会員：

連続でした。 （水）まで石川県庁の 階でしていますので、ぜひご覧ください。10/15 19
障害者や 才の人らの作品があります。ウオーキングは来年 にまたいたしますの93 10/4
でぜひご参加ください。

パイロットウオークも無事終わりました。多大なご協力ありがとうござ斎木妙子会員：
います。現在、県庁の１９階で美術展もいたしております。よろしく。

¥30,000- ¥278,000- ¥2,484,478-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
井上ガバナー補佐 岩倉本日はガバナー補佐として出席致しました。よろしくお願い致します。

井上ガバナー補佐をお迎えして ガバナー補佐井上様、よろしくお願いします。会長 多田幹事

井上三郎ガバナー補佐様ようこそ。今後もお元気でお付き合いの程、よろしくお願い致石丸会員

井口会員 金 会員します。 ガバナー補佐井上様ようこそ。本日は宜しくお願いします。

井上ガバナー補佐、本日はようこそ。宜しくお願いします。 井上ガバナー補佐様本日は木場会員

ようこそ百万石へ。よろしく御指導お願い申し上げます。 井上ガバナー補佐をお迎えし炭谷会員

て。 井上様、ようこそ。お陰様でパイロットウオークも無事終わりました。多大なご協齋木会員

竹田会員力ありがとうございます。現在、県庁の１９階で美術展もいたしております。よろしく。

井上ガバナー補佐をお迎えして御指導よろしくお願い致します。 ガバナー補佐の永原会員

井上様、ようこそおいで下さいましてありがとうございます。先日はじめてベトナムホーチミンに行ってきました。いろいろ勉

強になりました。 井上三郎ガバナー補佐様 ようこそ。当クラブ公式訪問ありがとうございます。宜しくお村田会員

東海林会員 江守巧願い致します。 ガバナー補佐、井上様ようこそ。９月末念願のスタンウエイピアノが入りました。

井上ガバナー補佐様、ようこそおいでくださいました。パイロット美術展は大成功でした。これも我が百万石ＲＣ・道子会員

の皆様のご協力と感謝しています。

ガバナー補佐 井上三郎様講話の時間「ロータリーあれこれ」
、 、ロータリーのガバナー補佐のという役員となりますと 役割はお決まりの会員増強

ロータリー財団や米山奨学会への寄付とかのお願いになってしまいます。 新しいロータ
リーの推薦項目のＣＬＰのスタートは、私の受け持ちの７クラブではここがトップを走っ
ています。北、西、みなとの各クラブではしていません。 地区でのクラブ活発化は2610
西高東低です。石川県のほうが富山県よりも熱心です。本年度のＲＩテーマは「夢をかた
ちに」ですが、岩倉会長は「脚下照光」です。今の地区ガバナーは富山の有沢橋病院院長
で精神科のドクターです。現在は大変うつの人が多く自殺や未遂が増えています。世界は
市場経済原理主義、現実主義で効率化や利益の追求に血眼です。人は過労と責任で疲労困
憊しています。今こそロータリーの綱領、四つのテスト、職業宣言を読み直して、忘れて
しまった人間の根本的心をとりもどすときです。日本人の恥、節度、品性を取り戻さなけ
ればなりません。ここにロータリアンはその先達として行動すべきでしょう。

120 14 9 5閑話休題、世界のロータリアン数はピーク時は 万人で日本では 万人いたのが 万
千人に、地区では 人いたのが本年 月には 人になりました。全世界では人口 万人につき 人、日本3,400 6 2,829 1 1.8
は 人です。 地区では 人です。しかし日本の は世界で 位です。 ロータリアンとして ここから8 2610 12 GDP 25
も地区レベル以上の人がでてほしい。そして世界のロータリーのリーダーを出して下さい。もっと若いガバナー補
佐をお願いします 「ロータリーとかけてローソクと解く」こころは「わが身をとかして周りを明るくする」。
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23/39 58.97%出席率
9 76.29%月の修正出席率


