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10 3 4本年度地区大会は 月 日 土、 （ ）
RC日（日）の二日間にわたり、金沢

がホストクラブとなり開催する運びと
なりました。国際ロータリーのテーマ
『ロータリーの未来はあなたの手の中
に』を受けて、皆さまとたくさんの夢
を語り合える大会を目指します。開催
まで実行委員会を中心に、入念な準備

をおもてなしの心を持って進めて参りたいと思います。
当日は多くのローダリアン及びご家族のご参加を我々金沢 会員一同、心よりお待ち申し上げております。RC

富木昭光実行委員長
市内クラブの例会変更予定
金 沢ＲＣ （水） ： ～ ニューグランドホテル「納涼懇親会」 （水） 休会8/5 18 00 8/12
金沢東ＲＣ （月）休会 （月） ： ～ 金沢国際ホテル｛夏の納涼例会｝8/17 8/24 18 30
金沢西ＲＣ （金） ： ～ 金沢都ホテル「納涼例会」 （金）休会 （金）創立 周年記念式典8/7 18 00 8/414 9/11 45

（金）→２７日辰巳用水清掃例会に振替9/25
金沢南ＲＣ （火） ： ～ ホテル日航金沢「納涼例会」 （火）休会8/4 18 30 8/11
金沢北ＲＣ （木）休 会 （木）→ （土） ： ～八百辰「納涼会」 （木）休会8/13 8/27 8/29 18 30 9/24
香林坊ＲＣ （月） ： ～ 金沢エクセルホテル東急「納涼会」 日（月）休会 日（月） ： ～ 金沢エク8/3 18 30 8/17 8/24 6 30

セルホテル東急「早朝例会」

みなとＲＣ （火） ： ～ クラウンプラザホテル金沢 「納涼親睦夜間例会」 （火）休会8/4 18 00 ANA 8/11
百万石ＲＣ （木）休会 （木） 休会8/13 9/24

会員消息

（金）北國新聞社7/10
交流ホールにて 金沢日
仏協会のパーティーにて
シャンソンを歌う谷伊津
子会員
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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

７月の予定例会予定 2009-2010 年度
クラブフォーラム 「今年度の活動計画 〔単品〕7/16“ ” 」
ガバナー補佐訪問 卓話：高畠菊丸 ガバナー補佐7/23

（石川第一分区Ｂガバナー補佐・北ＲＣ 〔和食〕）
“会場変更例会” 於：ひょうたん町耳鼻咽喉科医院7/30

卓話：石丸 正 院長先生
ガバナー公式訪問8/6

卓話：ガバナー 中川可能作 様 〔洋食〕
休会（お盆）8/13

メイクアウィシュオブジャパン〔和食〕※理事役員会8/20
米山奨学生8/27
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点鐘
『 』ロータリーソング 我等の生業

四つのテスト
新会長のジョン ケニ会長挨拶：RI

ー氏が会員増強に関して「重視しなけ
ればならないのは数ではなく質であ
る。敬われている人が入会すれば同じ
尊敬されている人が続いて入会する」
と言っています。ふさわしい方を会員

の皆様紹介ください。また我々もクラブライフを通じて自分自身をさらに磨き、輝いて、これまで以上に魅力のあ
る会員の集うクラブにしていきましょう。精進には際限がありません。

(卓話者) 石川県肢体不自由児協会 副会長 金子 聡子（さとこ）様ゲスト紹介
金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二様 浮田俊彦様ビジターの紹介 ,

《 》食 事
ガバナー補佐訪問日です。幹事報告・委員会報告 多田利明幹事： 7/23

クラブ要覧をおわすれなく！
（日）主計町の淺野川川床の懇親会への出席の申し込木村幸生親睦友好委員長：8/2

みをお願い致します。

¥12,000- ¥49,000- ¥3,500,045-ニコニコBOX 本年度累計 残高
金子聡子様、肢体不自由者の御世話大変ですね。日頃のご苦労話など有意義なお話を聞かせて村田会長

下さい。 金子様、ようこそ。本日は宜しくお願いします。 金子様ようこ井口会員 木村幸生会員

そ！お話楽しみにしています。 新年度の村田会長をはじめ役員の皆様、一年間よろしくお願杵屋会員

藤間会員 江いいたします。 金子様ようこそ “ヘルプカード”の卓話よろしくお願いいたします。。

・道子会員 金子さん、お久しぶりです。守巧

『 カードについて』講話の時間 HELP
～災害時に障害のある子ども達の命をどう守るか～

石川県肢体不自由児協会 副会長 金子 聡子（さとこ）様
講師プロフィル：金沢市在住、石川県不自由児協会副会長、石川県不

自由児者父母の会連合会副会長、石川県不自由児協会金沢支部長、 カHELP
ード作成委員会代表、石川総合養護学校 顧問、前石川総合養護学校 会長PTA PTA

養護学校の親のあつまりで肢体不
自由児にっとては災害時に大変な不安が
ありますので その対策のひとつとし、
て、 カードを考えました。阪神大HELP

、 、震災 能登地震など災害を考えますとき
其の子達にどのような配慮したらよいの
かと言うことで、わかりやすいカードを
持たすことを考えました。 金沢発
でこのカードが全国に拡がることを願っ
ています。 ーーーーーー

点鐘

回 例会521
（木）2009 7.9

5Fホテル日航
23/37 62.16%出席率

６月修正出席率 ％68.29


