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２００９年８月のロータリーレートは １ドル＝９４円,
高畠ガバナー補佐を迎えて会長幹事懇談会

例会に先立ち から村田祐一会長、多田利18:00
明幹事藤間勘菊エレクトが出席した。
ラオスのＩＴ教室も３年目であり、今後まだ講
師の費用もいるが続けてやりたい。又韓国光州
との交流も勧めたい。その他役員の選手や承認
の方法、地区大会への出席人数、ＣＬＰ（クラ
ブリーダーシッププラン）の話題、合同例会、
米山奨学生のホームカミング（ソバナさん）な

。どが話題となった
市内クラブ例会変更更予定
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

地区国際青少年交換委員長会議RI2610
（土） 県地場産業振興センター7/25 13:30
北川パストガバナー： 年米国から1926

2610デンマークへの留学が最初 現在まで、
地区では 名の高校生を派遣した。今420
年は 名の応募あり、 名まで良いので9 12

もっと応募して下さい。ベルギー交換は今年はお休
みで、来年 月行きます （あとこれらのプログラム8 。
のことはじめの説明があった ）。
地区委員長は田中泰氏（金沢香林坊 ）RC
出席：石丸国際奉仕委員（魏賢任委員長代理）
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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
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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

石川遼選手、全英オープン残念会長挨拶：
でした。若いのでこれから何度もチャンス
はあります。 先立つ今春に ウッズはこんT.
なアドバイスをしています 「ゴルフから離。
れて多くの趣味を持つことで、結果的にゴルフも前向きに
なれる。ゴルフがすべてではない。すべての十代がするこ

とをすれば成長につながる。今、彼は基本的に金魚鉢にいる状態。私は彼が１０代を楽しく過ごし、成長すること
を望んでいるよ」と。年齢は遼君ほど若くはないですが、我々もクラブライフを楽しみもっともっと成長しましょ
う。 特別ゲスト 石川第一分区Ｂ ガバナー補佐 高畠 菊丸 様 （金沢北ＲＣ）ゲスト紹介

：３月に金沢美大の油絵科を卒業しました。2009-2010 年度国際親善奨学生古市牧子さん挨拶
今回はロータリー財団奨学生としてフランスのナント市へまいります。活気のある
どころですので、前向きにチャレンジしょうと思っています。１年後勉強した事を

《 食 事 》お見せしたいと思います。有難うございます。
多田利明幹事：高畠ガバナー補佐にいろんな事をお聞幹事報告・委員会報告

きして下さい。

¥25,000- ¥85,000- ¥3,536,045-ニコニコ BOX 本年度累計 残高
分区Ｂガバナー補佐高畠様 村田会金沢百万石ロータリークラブの皆さん、よろしくお願いします。

高畠ガバナー補佐様、クラブ訪問、お忙しい中有難うございます。宜しくお願いいたします。長

高畠ガバナー補佐をお迎えして。この一年よろしくお願いいたします。 高石丸会員 井口会員

畠ガバナー補佐、本日は宜しくお願いします。 高畠菊丸ガバナー補佐様、ようこそ。木場会員

今日は、御指導よろしくお願い申しあげます。 高畠ガバナー補佐をお迎えして。よろし杵屋会員

炭谷会員 竹田会員くお願いいたします。 高畠ガバナー補佐、お久しぶりです。今夜は宜しく。

高畠ガバナー補佐をお迎えして。本日は宜しくお願いいたします。 ガバナー補佐高藤間会員

畠様、ようこそ。古市様ようこそ。 高畠ガバナー補佐をお迎えして。奨学生古市さんよう宮永会員

こそ。 高畠さんお久しぶりです。本日はお手柔らかにお願いします。江守巧・道子会員

石川第一分区Ｂ ガバナー補佐 （金沢北ＲＣ）講話の時間 高畠 菊丸 様

楽しみながら人間をみがく、親睦と奉仕はセットです。クラブ奉仕がうまくいくかどう
か？が大切です。背伸びをせずにロータリー活動をして下さい。本年は地区も経費節約を
うたっています。 地区と 地区との交流も３年凍結です。 年に改めて協議し2610 3710 2012
ようと言うことになりました。クラブ間の交流は しかし、しっかりして下さい。束縛は
致しません。①南太平洋での国際社会奉仕やポリオ撲滅は強化されています。②会員数の

Rotary減少は頭痛のたねですが １クラブで１名の会員増を願いします ③水と飢餓の問題、 。 、
財団 米山奨学会、国際青少年交流にも協力下さい。
ロータリー活動の基礎であり木の根であるのは会員の親睦です。クラブ奉仕です。其の木
の太い幹は職業奉仕であり、そこから国際や社会奉仕の枝がでているわけです。報酬を求

めないＮＰＯは沢山ありますが、 は仕事を通して奉仕するので ～ にかけて職業奉仕の理念ができまRotary 1910 20
した。 年にエジンバラで 哲学ができあがりました。物を大切にする事は大切ですが 「モッタイナイ」1921 Rotary 、
も度が過ぎては高級料亭の食べ残しを利用した様な事態になります 「嘘をつく」これがいけないのです。これは。
商取引の大事な基準です。金沢北 におられた柴田三郎さんは四つのテストを次の様に述べております。RC

ロータリアンの信条 ①うそ、偽り、無理はないか ②正々堂々筋が通っているか ③善意と友情に徹している
か ④世のため人のためになるか 金沢北ＲＣ 柴田三郎
取引先を奉仕の相手として考えています。何の為に仕事をしているか？究極は職業は社会に奉仕されるものでなけ
ればなりません。
質疑応答： 米山奨学生の選考、 またその 対象の選考について、 メンバーの選考、などhome comming GSE
なかなか推薦者が選考されないが？

20:00 21:00クラブ協議会 ～
クラブ管理運営委員会 井口千夏委員長、奉仕プロジ
ェクト委員会 申東奎委員長、会員組織委員会 吉田
昭生副委員長、ロータリー財団委員会 木場紀子委員
長、 広報委員会野城勲委員長より今年度の事業計画
について報告があった（クラブ要覧参照）

高畠ガバナー補佐：退会する人はロータリーの本当の魅力がわかる前にやめる人が多い。魅力がわかれば退会し
点鐘ないのであるが、残念なことである。

回 例会524
（木）2009 7.23

5Fホテル日航
％出席率 24/37 64.86

６月修正出席率 ％68.29


