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ロータリーレート： 年 月１ドル＝９０円、 月１ドル＝９８円2009 3 4

ガバナー 高柳功ロ－ターアクト第 回年次大会31
地区ＲＡ委員長 長田達明 地区ＲＡ代表 河上伸之輔

今年度金沢の地で 金沢百万石まつりと同日開催。金沢ならではの伝統ある行事をお楽しみ下さい。
日 時 年 月 日（土） 前夜祭 日（日）本大会2009 6 6 7
場 所 金沢都ホテル・金沢駅東広場正面

会長 岩倉舟伊智 奉仕プロジェクト委員長 炭谷亮一 国際奉仕 齋木妙子ＧＳＥ職業研究者
2610 4/8地区では、標題のＧＳＥ職業研究者（男性２名、女性３名）を１ヶ月受入し、石川第一分区の受入期間は
（水）～ （土）の予定です。井上ガバナー補佐からの依頼で当クラブでは、下記の通りクラブ例会にお招きす4/11
ることでお手伝いをさせて頂くことに決まりました。会員の皆様には万障繰り合わせご出席頂き、お迎えしたいと
思います。
日 時 ４月９日（木） 例会 １９：００ 点鐘 場 所 ホテル日航金沢 ３Ｆ 「孔雀の間」
卓 話 大樋年雄様（大樋焼作家・香林坊ＲＣ会員）
※ 食事は、ターンテーブルにて 「中国料理」を予定しております

親睦委員会 竹田・大沼親睦２次会のご案内
今月の二次会（飲み会）のご案内 （木）例会後 ホテル金沢 ラズベリー3/26 16F

会員消息
北山吉濱 真奈美リサイタルに

が友情出演されます。明会員

濱さんは金沢出身でイタリアで歌手と
なり、ヨーロッパでも有名な方です。
（子供時代 金沢市彦三２丁目の私の
家のお隣さんでした。 石丸幹夫）

是非、多数の会員のご鑑賞をお願
い致します。

４．２６（日）石川県立音楽堂
コンサートホール 時開演14

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku

碧い大気
青い海 蒼い大地 9Kanazawa Million Weekly Bulletin No. 0506 3.19 2009

．

年度例会予定 2008-2009
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

開発明子様（ﾍﾟﾝﾈｰﾑ波津彬子・漫画3/19
家） 「日本の 」Manga
“クラブフォーラム”3/26

会長ｴﾚｸﾄｾﾐﾅｰの報告 村田会長ｴﾚｸﾄ
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）
米澤修一様（米沢茶店店主・4/16

北 会員）RC
大島廣靖様 （茶道・金沢ＲＣ）4/23

2008 2009～ >
岩倉舟伊智 村田祐一 多田利明 井口千夏(役員） 会長： ｲﾚｸﾄ副会長： 幹事： 会計監査：竹田敬一郎 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



- 2 -

点 鐘
『それでこそロータリSONG

ー』
四つのテスト

ライオンズクラ会長 挨拶
ブの会長さんの話しですが、クラ
ブに入った理由は友達や仲間が増
えることだそうです。私もそう思

。 、います 先日の合同例会は楽しく
ました。いい仲間が増え

ゲスト紹介 （卓話者）高木眞理子様（子ども夢フォーラム代表）
ニュン・シュエさん（東京外大 外国語学部 院生） 江守麻衣子さん（東京外大 外国語

学部 院生）
ビジターの紹介 なし
皆出席顕彰 なし

《 食 事 》
ロータリーの友から取材に来ら幹事報告・委員会報告 多田利明幹事：

れ、大変でしたが、個人的な多くの質問もうけましたが、どんな記事が出る
のでしょうか。

¥7,980- ¥647,116- ¥3,165,294-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
岩倉会長 西村邦雄先週は欠席致しました。すみません。高木様、本日はよろしく。

高木様ようこそ。卓話楽しみにしています。 高木さん、ようこそ吉田光穂会員
いらっしゃいました。 合同例会後二次会六角堂にて 会費残金 円入金※会員有志より 2/26 980

ニュン・シュエさんより「平和の構築」について

ミャンマーのみにく
い所、美しい所をス
ライドを使って話さ
れた。ミャンマーの
事は最近非常に、知
ることが少なく貴

。重な話しであった

「チャイルドラインの動きと子どもの状況」講話の時間

高木眞理子様（子ども夢フォーラム代表）

〈子ども夢フォーラムについて紹介〉 1999年8月「子ども夢フォーラム」設立。2000年
フリーダイヤルでの子ども専用電話「チャイルドラインいしかわ」を通して子どもの話

に耳を傾け聴いてあげる活動を開始。2001年 当クラブで支援を始める。 2004年 ロー
タリー2610地区地区大会で “ガバナー顕彰” 受賞 2007年 「チャイルドライン全国

」 、 。フォーラム2007 inいしかわ を開催されるなど 子ども達の為に益々活躍をされています

年に【子ども夢フォーラム】を立ち上げ、 年 月から子ども専用電話「チャイ1999 2000 5
ルドライン・いしかわ」の活動をスタートさせました。全国にさきがけた石川のフリーダ
イヤルでの実施は徐々に全国に広がり、 年 月からは全国統一フリーダイヤル電話2008 11

番号が導入されたこともあって、全国の子どもの声を各団体が協力しあって受け止められるようになりました。チ
ャイルドラインは 都道府県 か所に広がり、 年度 万 千件（うち35 65 2007 13 5
石川は 件）の声を受けました。 年度 月末ですでに 万 千件受8724 2008 2 14 8
けています （うち石川は 件）電話は、一日平均 件。石川の受け手ボ。 8672 130
ランティアは 名いますが人手は足りていません。子どもの心の居場所とし50
てチャイルドラインが定着してきています。いじめ、虐待など子どもの状況を
出す中で、皆さんからのご質問も多数受けました。受け手の増員と事務局の充
実を頑張りたいです。 月には子ども（ 万枚）にカードを配布します。印刷4 15

点 鐘費や送料など団体へのご支援ご協力をよろしくお願いします。

回506
2009 3.12

5Fホテル日航
16/38 42.11%出席率

66.43%２月の修正出席率

江守麻衣子さんニュン・シュエさん


