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２００９年４月のロータリーレートは、 １ドル＝９８円
男性２名、女性３名）を 地区で１ヶ月受入し、石川第一分区の受入期間は （水）ＧＳＥ職業研究者（ 2610 4/8

～ （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、下記の通り標題のＧＳＥ職業研究者（男4/11
性２名、女性３名）を 地区で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。2610 4/8 4/11
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ることでお手伝いをさせて頂くこ
とに決まりました。
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 会長 岩倉舟伊智 奉仕プロジェクト委員会委員長 炭谷亮一 国際奉仕 齋木妙子
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未来の夢試験段階への申請を地区が開始

58 5 15ロータリー財団では これまでに 地区から未来の夢試験段階 パイロット への申請書を受理しました 月、 、 （ ） 。
日の締め切りまでに、合計 ～ の申請書が提出されると見込まれています。 年 月 日に開始予定の175 200 2010 7 1
未来の夢試験段階では、新しい補助金構成を 年間にわたって試行します。各地区は、 月 日まで、この試験段3 5 15
階の参加にオンラインで申請できます。
補助金の手続きを簡素化するため、夢計画では、新地区補助金と グローバル補助金の 種類のみとなります。現2
在の地区補助金をモデルとする新地区補助金は、一括して地区に支給されるもので、地区財団活動資金の ％ま50
でを幅広い活動に使用することができます。グローバル補助金は、 つの重点分野のうちの一つにおいて、多大な6
影響をもたらす持続可能な大規模の国際的プロジェクトを支援するものです。
参加地区には、新構成の改善に向けて意見を述べる機会が与えられるほか、財団から特別な支援が提供されます。
試験地区は 年間、終始、試験段階に参加するだけの心構えが必要となります。試験期間中に変更が加わることも3
考えられるため、試験地区は辛抱強く、柔軟な態度で臨まなくてはならない、と未来の夢委員であるマーク・マロ
ーニー元国際ロータリー（ＲＩ）理事は述べます。
未来の夢試験段階について関連情報は、ＲＩホームページ（日本語）

からご覧いただけます。http://www.rotary.org/ja/Pages/ridefault.aspx

濱 真奈美リサイタルに会員消息
が友情出演されます。北山吉明会員

濱さんは金沢出身でイタリヤで歌手とな
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）
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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
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点 鐘
『それでこそロータリー』SONG

四つのテスト
新聞によりますと、日本も貿易赤
字になったそうです。このところ
北朝鮮のミサイル問題など暗いわ
だいでしたが、ＷＢＣはよくやり
ました。雪もふったらしいのです
が、皆様、健康に気を付けてくだ

さい。 香林坊ＲＣ 小幡謙二様ビジターの紹介
《 食 事 》

炭谷亮一クラブ奉仕委員長： のマラソンには金幹事報告・委員会報告 5/10
さんと私がでますが、クラブで出したいと思います。

石丸幹夫会報委員長：ロータリーの友四月号に村田エレクトの禁煙の記事が
載っています。

¥4,000- ¥656,116- ¥3,174,294-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
村田会長エレクトご苦労様でした。 村田先生本日も次岩倉会長 江守巧・道子会員

年度もよろしく。今日は「たけまた友愛の家」でボランティア活動を行ってきました。

『 ペッツ 会長エレクトセミナーの報告 』講話の時間 クラブフォーラム ( )PETS
村田祐一 会長エレクト

時間午後 時― 時その後 時半まで懇親会。2 5 6
中川可能作（金沢香林坊）ガバナーエレクトから国際協議会報告、所信表明

国際協議会報告：ポリオ撲滅これまでは 億ドルであったが、ビルゲイツの登場で会場が1
高揚しゲイツ財団が３ 億ドル出すから国際ロータリーが２億ドル出しませんかの提案を受け.5
た。 ビルゲイツは、これまでのロータリーのポリオ撲滅運動
に対する働き（ポリオ接種に当たっていたロータリアンが 名2
風土病で死亡など）に共鳴したのと身内にポリオ患者の存在が
大きい。現実に戻るとＵＳＡとＪＰＮでは会員数の減少が著し
く大変だ。その他会議の雰囲気、交流などの様子を、進行が早

く時間が余っていたので、予定の 分を越え 時間以上話される。50 1
金融危機にあり会員数の減少と資金源の減少にあるので、メリハリ所信表明：

をつけた予算を組みたい。 年前と同じような商道徳の低下があるので原点に戻100
って出直そう。
予算から削れるものは出来るだけ削る：
１）ＩＭについてはお休みの方向にしたいが各クラブで討論ください。
２）地区人頭税を現行の 円から 円に下げる。17000 15000
３）韓国３７１０地区との交流を 年間休止しその後再考する。3
メリハリ・・・削るばかりではなく、バツアツ共和国に出産施設を作る。

月 ， 日の地区大会の講演者は 日は千玄室氏、 日「国家の品格」藤原正彦氏の予定。 中川可能作氏の10 3 4 3 4
地区運営指針（配布資料をご覧下さい）
当初は時間が無いとのことで断られましたが、粘り強く交渉した結果、懇親会で時間を作りますとのことで懇親会
終了間際の残りの 分で をなんとか講演できました。会場の皆様には静かにお聞きくださいま10 「喫煙のマナー」
した。当日は百万石クラブからの申し入れとのことで例会場、懇親会場は禁煙でした。香林坊クラブの方にはたい
へんご協力を頂きました。

次期ガバナーからも「同期年度の仕事を宜しく」とお声をかけてい
ただきました。
現ガバナーに挨拶をしたかったがお忙しそうでした。北クラブとの
先日の合同例会に使ったパンフもお配りしました。 射水ＲＣから
「禁煙マナー」の卓話を依頼されました。

点 鐘会長エレクト 村田祐一 記

『ロータリージャパン』ホームページ情報 締め切りまであ
と か月。多数のご応募をおまちしています。1
次年度（ － 年度）の表紙を飾るロータリアンの写真を募集2009 10
しています。募集要領は『ロータリージャパン』日本語ホームペー

http://www.rotary.or.jp/contents.html 2009 1ジ 「ロータリーの友事務所からのお知らせ」をご覧ください 『友』誌 年。
月号縦組み 、 月号縦組み にも掲載しています。P28 2 P6

回 例会508
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5Fホテル日航
16/38 42.11%出席率

66.43%２月の修正出席率

クラブ例会二次会3/26ホテル金沢16F にて

ロータリーの未来はあなたの手に


