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2008.11RI 理事会の決定事項の抄録
開かれました。この会合において、理事会は、 の委員会報告を検討し、また 件の決定を記録しました。15 102

、 、 、 、 、クラブおよび地区に関する事項 職業 性別 年齢 宗教 民族性に関して は地域社会の実態を反映したクラブ
未来における発展の可能性を秘めたクラブである。 会員増強に関するものである。

、独自のウェブサイト、ソーシャルネットワーキングサイト、ブログ、あるいはウェブ関全ロータリー・クラブが
連の媒体など、何らかの形で 理事会は推奨しました。インターネット上で存在をアピールするよう

理事会は、 と責RI プログラム、コミュニケーション、褒賞に関する事項 地区ロータリー親睦活動委員長の役割
務を定めました。地区ロータリー親睦活動委員長の主な役割は、クラブ例会での卓話や地区大会を通じて、あるい

ロータリーは地区ニュースレター、ウェブサイト、その他の電子的な通信手段を使って親睦行事について広報し、
することです。親睦活動への参加を奨励

理事会は、 として認定しました。糖尿病のためのロータリアン行動グループを新たなグループ

理事会は 「四つのテスト 「ロータリアンの職業宣言 、職場での、 」、 」
高い道徳的水準を推進するための方法、職業奉仕プロジェクトのア

PETSイデアや見本に焦点を当てた、 、職業奉仕推進のための出版物は
されます。にて配布

2008-09 145理事会は、 年度国際ロータリー超我の奉仕賞の受賞者
人を選出しました。本賞は、これまで顕彰されることのなかったロ
ータリアンによる継続した模範的な人道的奉仕活動を表彰するもの
です。受賞者の氏名は、ロータリー年度末に発表されます。理事会
により方針が改正され、受賞者は１地区につき一人のみとなりまし
た。

年度の に 万米ドルが配分されました。ガバ2009-10 200広報補助金
ナー・エレクトは、記入用の広報補助金申請書式を 年 月以2009 1
降に入手できます。

『ロータリージャパン』ホームページ情報
次年度（ － 年度）の表紙を飾るロータリアンの写2009 10
真を募集締め切りが近づいてきました。募集要領は『ロー

http://www.rotary.or.jp/contents.htmlタリージャパン』
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年度例会予定 2008-2009
北ＲＣとの合同例会 松魚亭2/26 19:00

（ ）村田祐一会員 村田小児科医院 院長
「たばこのマナー」

越田和好様（越田静和堂店主・金沢北3/5
ＲＣ会員） 「日本の美」

高木眞理子様（子ども夢フォーラム3/12
代表 「チャイルドラインの動きと子ど）

もの状況」
波津 あきこ 様 （漫画家）3/19
“クラブフォーラム”3/26
大江真琴様（大凧上げ師）4/2
大樋年雄様（陶工芸家・金沢東ＲＣ4/9
会員）

（ ）4/16 RC米澤修一様 米沢茶店店主北 会員
大島廣靖様 （茶道・金沢ＲＣ）4/23
休会4/30
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点 鐘
「それでこそロータリー」SONG

金沢北ＲＣ 磯野洋明会長挨拶
本日は素晴らしいお天気で楽しい日
です。はや春が来た様です。私はこ
の一年 年の反省の意味もありこ35
の一年何もしないで、ロータリーの
本質は何か？をテーマに討議してま
いりました。毎月フリートーキングでした。未だに解ら
ない事も多いのですが、今月初めのフ
ォーラムで、ロータリーはやはり職業

奉仕が第一であるとの結論になりました。 次の例会は谷伊津子さんのお話でう。クラブに活を
入れて下さい。 百万石 にも北 会員が数名、卓話に呼ばれています。RC RC

、 、百万石ＲＣ 岩倉舟伊智会長挨拶 これでロータリアン 年 北ＲＣのメンバーも大分変わり17
時代の流れを感じます。一年一度の合同例会ですが、何十年経っても北クラブ
は親クラブです。好きな言葉に「脚下照合」があります。来年は村田祐一会長
ですが、いろいろ考えておられるようです。本日は松魚亭の料理で楽しく致し
ましょう。

石丸恭子夫人、北山真美夫人、後出有美夫人、村田順子夫人※ゲスト出席者

、 、 、ニコニコＢＯＸ 金沢百万石からは岩倉舟伊智会長 多田利明幹事 村田祐一エレクト
石丸幹夫、江守巧、炭谷亮一、北山吉明、木村陽子、木場紀子 の各会員の寄付があった。

１９：１０講話の時間
「たばこのマナーについて」 村田祐一 百万石ＲＣ会長エレクト

仲間の健康に配慮し禁煙マナーを守ろう！
米国発の金融不安が広がっています。世界の実体経済が大きく傷つ
いています。日本はどうでしょう？殺伐とした世の中になり、悲し
いことに食品偽装の張本人となる会員たちもいます。これまでのロ
ータリーは何を修練してきたのでしょうか？
ポール ハリスが憂えて創ったロータリーが今試されています。我々ロータリアンがなすべき
ことを一つ一つ解決していくしかないと思います。
身近な問題としてロータリーの原点の一つ「好意と友情を深めよう」を妨げる「間接喫煙」

＝「喫煙マナー」の問題があります。今日の卓話はこのことに関してお話します。
「間接喫煙の害」が多くの証拠を示し報告されています。その一つを提示します。ウサギにタ

バコの煙をたった 秒間吸わせると血管が 分間狭窄する事が知られています。人間でも同様に血管の収縮が起こ2 3
っています。
公共の場を完全喫煙にした先進国では冠疾患（狭心症、心筋梗塞）での入院が ％、死亡者が ％減りました。こ17 6
のことも含めて人々の集まる場所では「完全分煙」にするべきです。
ロータリーの懇親会を含めた各種会合ではどうでしょうか？心ある
煙草を吸う会員は「仲間の健康」を気遣い暫らくの禁煙で間接喫煙
を強いることはしません。ごく一部の会員とそれを許す指導者はい

まだに間接喫煙を各種会合で強いています。
高邁な 精神も仲間の健康に配慮しない会合ではRC
色あせています。まして世の中の人の健康に配慮

。 。など程遠い話です 利己的会員が出て当然でした
確かに喫煙者にとって暫らくの間の禁煙でも辛い
ものです。この辛さを緩和する手段として禁煙パ
ッチの裏技使用があります。会合に出かける 時2
間前に禁煙パッチを貼って出かけると辛さ和らげられます。使用に当たっては主治医に相談くださ

い。ロータリーの会員の皆様、仲間の健康のために安心して参加できる会合を目指し「ロータリーの懇親会を含め
た各種会合では禁煙又は完全分煙」を申し合わせてください。ロータリアンは喫煙マナーを守るように率先して行

１９：３０ 乾 杯動してください。
磯野会長 百万石ＲＣ金沂ビンゴ大会

秀君、宮永満祐美君
閉会の挨拶

小間井宏尚前会長
ロータリーソング

点 鐘「手に手つないで」
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