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ロータリーの未来はあなたの手の中に

ジョン・ケニー 会長John Kenny 2009-10 RI
RCスコットランド・グランジマス

今年度の国際ロータリー会長は 年の歴史の中で、初め104
てスコットランド出身です。 理事会や世界本部や国際大会RI
とはこれまで無縁の存在でした。 スコットランドには「自
分の庭の外に目を向けよ」という私の好きな諺があります。つまり私達の家庭や地域社会を
基準にしてものを考えるのではなく、其れを越えた見方をしなければならないと言うことで
す。 それぞれのクラブがあってこそロータリーは偉大であり、クラブは会員があってこそ
偉大だと言うことです。

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8/4 18 00 ANA
ラザホテル金沢 「納涼親睦夜間例会」 （火）休会8/11
百万石ＲＣ （木）休会 （木） 休会8/13 9/24
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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

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 ：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”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

〔和食〕※理事役員会8/20 メイクアウィシュオブジャパン

米山奨学生8/27
部分日食 金沢市彦三町にて撮影 石丸7/22
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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

今夕からゴルフの伝統ある会長挨拶：
全英オープン選手権が始まります。日本
からは７名の選手が参加します。
１７歳と日本史上最年少の石川遼選手が
出場しています。しかもあのタイガーウ
ッズと同じ組です。

幼少からゴルフを始めましたが 「根性もの」ではなく、常に楽しんでゴルフをしてきたそうです。、
どんなゴルフをするのか楽しみです。我々も楽しんでクラブライフを送りましょう。
次回の例会では今春タイガーが遼君に送った言葉を交えてお話ししようと思います。

,ゲスト紹介 ビジターの紹介なし 金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二様
《 食 事 》

多田利明幹事：駄目絶対薬物、愛の血液など幹事報告・委員会報告

BOXニコニコ
¥11,000- ¥60,000- ¥3,511,045-本年度累計 残高

しのびがたきをしのび今日もやって参りました。香林坊からイヤミをいわれないようにた香林坊ＲＣ小幡様

えがたきを耐え、またこっそりとやってきます。今日もありがとうございます。 今日のクラブ村田会長

フォーラム活発な発言をお願いいたします。全英オープンが始まります。石川遼選手がどんなゴルフをしてくれ

るか楽しみです 今年一年よろしくお願いします 二棟目のマナの家 介。 。 （多田幹事 岩倉前会長

） 。 。護施設 の建設に着工しましたのでニコボックスします 今日は野町広小路を通って来ました宮永会員

歯抜けになっている土地が多いことに驚きました。不景気ですね。今日ロータリークラブに来れることに感謝で

す。 東京は暑かったです。むしむししても金沢は好きです。石丸先生のご自宅での例会楽し藤間会員

みにしています。 テレビでは自民党は大変な様子です。暑い日本ですか？どうなること江守巧・道子会員

やら・・・

『 』講話の時間 クラブフォーラム
１． クラブ要覧の 今年度細則の変更・追加箇所
ｐ２８ （追加）定款第５条 第１節 会員身分全般的資格条件 本クラブは善良な成人であって、職業上よい

職業分類を問わず、ロータリー学友会員を入れる。社会奉仕をしている世評を受けている者によって構成される。
一般市民で事実上裁量権のない人も認める。
ｐ３２ （変更）定款第１０条 第２節 自動的終結 会員の資格条件 会員が資格条件にかけるようになった
とき、又、 、会員身分は自動的に終結するものとする四つのテストに違反した場合

６０％を５０％にｐ３３ （変更）定款第１０条 第５節 終結－欠席 例会出席率（メークアップを含む）
ｐ３８ 第５条 第２節クラブ構成 ｐ２８の追加事項に同じ
以上は、 年度の国際ロータリーの規定審議会において決定されたものです。2007

（追加）クラブ内規ｐ４５
２．ニコニコボックス・休会制度の規定 新年度決定事項 … 配布

etc・今年度委員会報告
委員長 井口千夏 友好クラブ訪問をします。今年は東京世田谷中央ＲＣを訪問し、クラブ管理運営委員会：

「誰も知らなかった東京」をテーマに交流します。
奉仕プロジェクト委員会：
国際奉仕ラオスプロジェクト：炭谷亮一 ～ 村田祐一会長他で、プロジ8/14 18
ェクター（宮永満祐美会員寄付）を持っていきます。ラオスから品物を買って来
ます。購入して下さい。
社会奉仕：吉田昭生 僧侶としてセレモニーに出前奉仕をする。ドクターもこの
ようなことが出来るでしょう。前に施設訪問で１００しバンザイの帰国がありま
した。

委員長 上杉輝子 皆様よろしく ご協力を会員組織委員会：
ロータリー財団委員会：木場紀子 前年度は元米山奨学生のホームカミング制度
が出来なかったが、今年はソバナさんを申請したい。寄付もよろしく
広報委員会： 会報責任者 石丸幹夫 野城勲委員長が欠席ですので代理です。
広報はマスコミやイベントで、またロータリーバッジをいつもつけましょう。職
場にも四つのテストやロータリーマークを宣伝し、優良企業としてのロータリア
ンの宣伝をしましょう。そう言う機会を立ち上げる。情報は機会を見てしっかり
と、会報はこれまで通りですが、Ｅ－メールがしっかり全員に普及すると良いのですが！コンピュ

ータウイルスなどで現在萎縮しているのは残念です。原稿をどんどん下さい。特に委員会の情報を！
点鐘多田利明幹事： はガバナー補佐、 はガｂナーが来られます。また委員長さんよろしく！7/23 8/6

回 例会523
（木）2009 7.16

5Fホテル日航
出席率 ％19/37 51.35
６月修正出席率 ％68.29


