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１０月のロータリーレートは １ドル＝９０円
地区大会に韓国南光州ＲＣより出席

（土）南光州ＲＣからお馴染みの李庠根パストガバナー、呉贊教パストガバナー補佐、金明洙パスト会長が来11/21
られます。一行は 出発は です。10/3 21:07 10/5 12:00（土）金沢駅 着 （月） 小松空港の予定

（日）の地区懇親会の後百万石クラブで歓迎２次会をしますので多数ご参加下さい。11/4

石川県婦人コーラス連盟 周年記念会員消息 北山吉明会員の コンサート： 30
9/27 14:00コンサートでオペレッタ メリー・ウイドウ に出演しました 日 開演「 」 。 （ ）

（ ページ）石川県立音楽堂コンサートホール 入場料¥1,000 4
百万石 後援テノールリサイタル RC

金沢アートホール 花野の歌 （ビーゼー カルメン）10/4 pm2:30 program
乾杯の歌 （ヴェルディ 椿姫）

（ ）Tonight West Side Story
1,500コメプリマほか チケット￥

10/4 am10 12:30 9:30斎木妙子会員より： （ ） （日 ～
集合） 集合場所：鞍月セントラルパーク主催

金沢パイロ
ットクラブ
脳関連障

害の支援で
す。
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卓話：ヴァグネル 聡子10/8

※理事役員会
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点鐘
『手に手つないで』SONG

四つのテスト
イチロー選手が９年連会長 挨拶

続２００本安打を達成しました。お
めでとうございます。 これまでのイ
チロー語録から 年 月、日米通算04 5

本達成では 「次の目標は、次の2000 、
ヒットです」 年 月、メジャー最多更新の 安04 10 258

打では 「小さいことを重ねることが、とんでもないところに行くタダひとつの道」と言っています。一歩一歩の、
積み重ねですね。鳩山民主党連立政権が発足しました。難問が山積みですが、国民目線で確実に解決して頂きたい
です。鍵の一つは田中角栄が権力掌握のために始めた大臣の粗製乱造による副産物の官僚まかせの政治の是正がで
きるかだと思います。重要ポストの大臣はしっかり仕事をするために短期間に代えないことかと思います。できる
かどうか監視していきましょう。

金沢東ＲＣ 太田 光尋様ゲスト紹介 ビジターの紹介
《 食 事 》

幹事報告・委員会報告
①東京世田谷中央 との合同例会は （土）ホテルニューオータニで行われ多田利明幹事： RC 11/21

ます。また の例会は休会です。②パイロットクラブの援助、地区の地形ですが、台湾の災害援11/19
助、を 円以上ノカンパお願いします。③宮本玲子会員の大会の件は受理しました。100
しかし、変更例会の時は声をかけて下さい。

クラブのホームページの会員の広場に原稿下さい。現在は吉田昭生会員と私の石丸幹夫会報委員長：
物だけです。またホームページの中に１ページをお貸ししますから会員の職業趣味など
の紹介原稿お願いします。ながくネットにのせていますと検索しやすくなります。

私の オペラ出演「メリーウイドウ」のチケット沢山あり北山吉明広報副委員長： 9/27
ますので来てください。私の役は男の主役で「女好きの独身男」です。

¥3,000- ¥228,342- ¥2,611,129-ニコニコ BOX 本年度累計 残高
今日のクラブフォーラムでは活発な発言をお願い致します。 本日は、クラブフォーラ村田会長 多田幹事

ムです。皆様よろしく。

ラオス奉仕、友好クラブ、ガバナーについて講話の時間 「クラブフォーラム 」
① ラオスＩＴセンターを立ち上げたが、如何に継続するか資金調達の積極的方法について、当地の織ラオス報告
物などの産物のオークションなど、智恵をしぼりたい。現物をいくらか購入してきたので会員に展示してみた。
② 理事会では先週に友好クラブとして決定した。そしてクラブフォーラムでも賛成で高崎ＲＣとの交流について

（土）に合同例会をお願いする事にした （あと先方より承諾の案内あり）両クラブの理解と継続の為の委員11/26 。
会を作ることにした。先ず委員は村田祐一、石丸幹夫、宮永満祐美でスタートすることにした。
南光州 、京都北東 、南光州 についても中心的役割をする委員会が必要である。理事役員が毎年かわるのRC RC RC
でその度ふらついては困るからである。
③ 現在 会員から立候補したいとの意向があるので、クラブとして其れを支持し、実行でガバナー推薦について
きるか、地区のガバナー推薦の事情もよく調べたり、相談してやるべきであろう。ただクラブが新しいし、会員も
少ないので大変だとは思うが、幹事候補はじめ、反対意見はなく、やるきがある時に、うまく地区のガバナー指名
委員会から推薦を頂ければ実行できるものと思われる。これが成功すればクラブ会員は自信をもって更に前進する
であろう。

村田祐一会長 炭谷亮一ラオス委員長「一年後のラオスＩＴセンターの現状」

八月一七日に、我々百万石ＲＣ
が昨年ラオスに設立したＩＴセンタ
ーの視察と支援の為、宮永会員より
寄贈されたプロジェクターを持参
し、村田会長以下 名の会員と六名4
のオブザーバー計十名で訪問しまし
た。
このプロジェクトの提案者の一人

として、果たして一年後はどんな状
況になっているか、一抹の不安をお

ぼえましたが、実際現地に行ってみると全くの杞憂に終わ
りました。

ラオス教育省のノリンダ局長によれば、隣接する小中高

回 例会531
木）2009 9.17

3Fホテル日航

16/36 44.44%出席率
８月の修正出席率 ％77.14-



- 3 -

一貫校の高校生のすべての生徒約四百五十名が、コンピューターの授業を週に一回学校のカリキュラムに組込まれ
て受けているとの事でした。

ＩＴセンターの電気代等の維持費として、生徒一人当たり三十円を徴収しているとの事でした。
インターネットへの接続にやや難点があり、さらなる支援を期待しているとのことでした。

今後は、我々が設立したＩＴセンターをラオス国内の公立学校における コンピューター教育のモデルとしたいと
。 。のことでした ノリンダ局長は金沢百万石 の先駆的ボランティア活動に対して深く感謝しているとの事でしたRC

授業中の生徒の真摯な姿と眼の輝きに接し、幸福感と達成感に浸りながらラオスを後にしました。

点鐘
(土) 東京世田谷中央ロータリークラブとの家族合同例会のご案内11/21

－オプション (日)「誰も知らなかった東京の旅」－11/22
例会会場である東京世田谷中央ＲＣへおおよその参加人数を知らせたいので、現段階で出欠を取らせて頂きます。
万障繰り合わせ参加申し込みを頂きますようお願い致します。 ■日 時 １１月 ２１日:
（土） 夜間例会 ※時間は 頃～ まだ確定ではありません18:30

: 4-1 03-3265-1111■場 所 ホテルニューオータニ 千代田区紀尾井町 ＴＥＬ
■会 費 後日連絡します:
■申込み〆切 ９月２８日（月）:
■オプション 「誰も知らなかった東京の旅」 (日) ～ 頃: 11/22 9:00 16:00

RC !!(別途会費) 世田谷中央 さまのご好意により、ただ今楽しいプログラムを企画中ですので、乞うご期待
この機会に、是非ご家族もお誘いあわせのうえ、たくさんの参加をお待ちしております。

■その他 交通手段など詳細は決まり次第お知らせ致します。:
会 長 村田 祐一 親睦委員長 木村 幸生

会員消息２
★ 久しぶりにシューベルト氏（ウイーンリンク 会員）と再会RC

（水）西宮の県立音楽堂でウイーンフイルハーモニーの演奏会が9/23
あり、その夜大阪市でおあいしました 石丸幹夫。

北山吉明会員オペレッタ★
（喜歌劇メリーウイドウ）に出演

ダニロ・ダニロビッチ伯爵（公使館秘書・騎兵中尉）を演じました 前列 シューベルト氏とブラドラー氏
ホテルニューオータニ大阪にて
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『 』２００９ビエンナーレ石川秋の芸術祭で県コーラス連盟３０周年記念コンサート オペレッタ メリーウイドウ
に濱真奈美さんらお出演した。 写真は 北國新聞 朝刊より9.28

★ ：金さん家族ほかラオス訪問にご一緒した福間、池内ご夫妻とシルバーウイークを利用してド村田祐一会長から
イツへ行ってきました。天気に恵まれて楽しい旅行になりました。おすそわけの写真を添付いたします。ハイデル
ブルグ城夜景、同市街とノイシュヴァンスタイン城で
す。

金沢８ＲＣ例会変更
（水）地区大会へ振替 （水） ： ～ ホテル日航金沢「観月の宴」 （月） 地区金 沢ＲＣ 金沢東ＲＣ10/7 10/14 18 00 10/5

大会へ振替 （金）創立 周年記念式典 （金）→ 日辰巳用水清掃例会に振替 （金） 地金沢西ＲＣ 9/11 45 9/25 27 10/2
区大会へ振替 （金） ： ～ 和田屋「観月例会」 （金） → 日（火） ： ～ クラウンプラザホテ10/16 18 00 11/20 17 18 30 ANA

RC 11/27 10/6 8/27 8/29ル金沢 ５ 合同例会 金 休 会 火 地区大会へ振替 木 →「 」 （ ） （ ） （ ）金沢南ＲＣ 金沢北ＲＣ

香林坊（土） ： ～八百辰「納涼会」 （木）休会 （木）地区大会へ振替 （木） ： ～ 「ぶどうの木」18 30 9/24 10/1 10/29 18 30
（月）地区大会へ振替 （火） 地区大会へ振替 （火） 職場見学例会 キリンビールＲＣ みなとＲＣ10/5 10/6 10/13

北陸工場 （火） ： ～ クラウンプラザホテル金沢「５ 合同例会」11/17 18 30 ANA RC
（木）地区大会に振替 （木）会場変更例会 於：如来寺百万石ＲＣ 10/15 10/22


