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２００９年８月のロータリーレートは １ドル＝９４円,
「楽しみながら人間を磨こう！」

今、炭谷亮一さんお話しを聞いてビックリしました。よろしくお願いします。家内には、
さっそく「楽しんでばかりで？人間をみがかないと」といわれています。一般にはロータリ
ーはただ金持の集まりであるという認識しかないようです。大切な事は「ロータリーは一隅
を照らす」です。其れには無理をしないで、奉仕をする事です。会員は 年間連続して減少10
しています。 地区でも 人が 人に減りました。減っても会員の負担を増やすべ2610 3400 2800
きではありません。
今では 円の弁当が売っています。ロータリーは経費節減に努力しなければなりません。200
そして奉仕に献身すべきです。地区では南太平洋のシドニーの近くの島にインターアクトの
お世話をいただいた縁で恩返しの事業をしたいと持っています。
ロータリー広報ですが、ロータリーのイメージアップの努力が必要です。車にロータリーマ

ークや標語のステッカーを貼るとか、経費のいらない工夫が必要です。広報
に莫大な金のかかるマスコミの広告は自己満足にすぎません。参考までに、
ここにロータリー金券をおみせします。地域振興券のロータリー版です。会
員の間でのみ使用出来ます。お祝いなどでお渡しします。ロータリーのノー
ベル賞ものでしょう。ロータリーの根本は思いやりです。外国との交流の前
に先ず日本の歴史や言葉をしっかり勉強しなければなりません。
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中川可能作ガバナー

例会に先立ってガバナーとを囲んでの会長幹事会
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村田祐一会長会長 挨拶
先日オバマ大統領の友人の黒人教授
が白人の警官に逮捕されました。こ
れに対して大統領は「逮捕は馬鹿げ
たこと」とコメントしました。アメ

リカ世論は二つに割れました。しかし、事実関係は教授が自分の家に入ろうとしたが鍵を忘れ、無理に入ろうとし
た行為を見ていた通行人が不審に思い警察に連絡し、駆けつけた警官に教授が身分証明書も見せずに抗議、抵抗し
たところ逮捕されたのが真実でした。白人警官によるこれまでの黒人蔑視の行動とは明らかに違っていました。警
察官の仲間も人種を問わずこの警官を擁護しました。誤りに気付いた大統領はこの警官と教授を招待して一緒にビ
ールを飲んで仲直りをしたそうです。人間誰しも誤りを犯します。誤りを犯したときの後の
行動がその人の価値を決めるのではないかと思います。

＊国際 地区 ガバナー 中川 可能作(かのさく) 様ゲスト紹介： 2610
（金沢香林坊ＲＣ）＊〃 石川第一分区Ｂ ガバナー補佐 高畠菊丸様
＊〃 副幹事 窪田 正宏 様（金沢香林坊 ）RC

金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二様ビジターの紹介
今月の誕生者の紹介 ３日生まれ 井口（いのくち）千夏会員 ２５

日生まれ 西村邦雄会員
＊６月末 皆出席７カ年 西村 邦雄会員 （顕彰が遅れ皆出席顕彰

まして申し訳ありません）
＊７月末 皆出席 ２カ年 宮永 満祐美会員

《 食 事 》
幹事報告・委員会報告

先週の石丸幹夫会員の医院（ひょうたん町耳多田利明幹事：
鼻科）での例会では差し入れも沢山いただき、楽しい会でした。
本当にお世話様でした。百万石クラブが米山功労クラブの表彰状
をいただきました。麻薬や覚醒剤撲滅のための国際的募金にもよ
ろしく。

炭谷亮一ﾗｵｽ ｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長：IT
ロータリーの友に百万石 のマラソンの記事がのりました。来年もガンバりましょRC

う。 先月交通事故をおこしました。幸い命は大丈夫で怪我も殆どありませんでした。エ
アバックで大変顔がいたっかたのを覚えています。車は大破し、滅茶苦茶になりました。
よく助かったものです。拾った命をロータリーのために尽くそうとおもいました。出来れ
ば ～ のガバナーに立候補いたします。よろしくお願い致します。2011 2012

¥29,000- ¥152,000- ¥2,725,280-ニコニコ BOX 本年度累計 残高
高畠ガバナー補佐 金沢香林坊ＲＣ 小幡会員中川ガバナーの公式訪問よろしくおねがいします。

、 。 、 。師匠 お待ちしておりました 中川ガバナー様 お忙しい中クラブ訪問有難うございます村田会長

地区協議会では、壇上から「例会・懇親会場内での禁煙」を呼びかけて頂き大変有難うございました。

中川ガバナー本日はようこそ。卓話楽しみにしています。 先週は私の医院へ多田幹事 石丸会員

沢山の方が来られ有難うございました。中川ガバナー、高畠ガバナー補佐、窪田副幹事様をお迎えして。

中川ガバナー様、ようこそ百万石へ。御指導よろしく御願い致します。 中川木場会員 金 会員

ガバナー、高畠ガバナー補佐、窪田副幹事御指導宜しくお願いします。 中川可能作ガバナ杵屋会員

ー、高畠ガバナー補佐、窪田地区副幹事本日はよろしく御願い致します。 中川ガバナー、炭谷会員

高畠ガバナー補佐そして同業の窪田地区副幹事百万石へようこそ。大歓迎します。 中川ガバナーようこそ。お話西村会員

楽しみにしています。 中川可能作ガバナー、高畠菊丸ガバナー補佐、窪田正宏地区副幹事本日は有難うございま藤間会員

す。 中川可能作ガバナー様、高畠ガバナー補佐様、窪田地区副幹事様をお迎えしてよろしくお願いします。宮永会員

中川様ようこそいらっしゃいました。 中川可能作ガバナー、高畠ガバナー補佐、窪田地吉田光穂会員 江守巧・道子会員

区副幹事本日はご苦労様です。ようこそ。

「楽しみながら人間を磨こう！」講話の時間
点鐘国際 地区 ガバナー 中川 可能作(かのさく)様2610

8/27今月の二次会は、米山奨学委員会と共同で、米山奨学生を囲んで交流と親睦を図りたいと思います日 時
（木）例会終了後ホテル日航金沢 １Ｆ 「ファウンテン」 締め切り 世話役 西村8/25 1000（火） 円 （
邦雄 木場紀子）

回 例会526
（木）2009 8.6

Fホテル日航５

23/37 62.16%出席率
６月修正出席率 ％68.29
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会員消息
百万石 の皆様へRC

を見てき長良川へ「鵜飼い」
ました。間近に見ると迫力満
点でした。
醒井 「梅花藻とハリにもより

を見てきました。湧水がヨ」
とてもきれいでした。
高速道路は大変混雑していま
した。
しゃしんを添付します。

村田祐一

でもあった。 。故郷（福井市）には がお盆に来て獅子8/15 終戦の日 夕陽は変わらず美しい 伊勢神楽は旧のお盆
が舞う。噛みつかれた人は一生、息災になるとか？ 石丸幹夫

広報（会報）委員会よりお知らせと御願い

会報・クラブホームページを充実させるために 会員の皆様の投稿を奮
って御願い致します。
・会員の随筆や出版物の紹介 → ホームページ（会員の広場）に掲載
・仕事の近況報告・日常の出来事で感じられたこと
・旅行記（写真だけでも）
・地区委員長会議の報告ｅｔｃ．

息災を祈るお神楽、伊勢神楽の山本源太夫8/15 旧盆 噛みつかれた人は一生、息災

加賀 徳光海岸での夕陽8/15


