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１０月のロータリーレートは １ドル＝９０円
李庠根氏 呉贊教氏 金明洙氏地区大会に韓国南光州ＲＣより出席

地区総裁からのメッセージもあり、２６１０地区3710
との交流はもっと親密になって欲しい物です。

地区大会は簡素な中にも盛り上がった大会でした。
中川ガバナー、富木実行委員長、蚊谷八郎会長はじめ
金沢ＲＣ皆様有難うございました。

他のクラブとの交流は大変大切です。大懇親会は大変
有意義でした。

北山吉明会員の テノールリサイタル
百万石 後援ですが クラブの事業の｛ラRC
オスＩＴセンターの維持費に収益がまわされ
ました ）。
10/4 pm2:30 program金沢アートホール
花野の歌 （ビーゼー カルメン）乾杯の歌

Tonight West Side（ ） （ヴェルディ 椿姫
）コメプリマほかStory

会場は満員の聴衆で埋まりましたが、最前列
に南光州ＲＣの方々方が鑑賞され、その韓国
パワーを感じられたのか北山吉明会員の歌は
素晴らしく、感嘆されました。是非４０周年
記念例会には、歌を披露し

。て欲しいとのことでした

百万石クラブが後援し斎木妙子会員：
ているパイロットクラブのウオーキング
が （日） ～ （ 集合）10/4 am10 12:30 9:30
鞍月セントラルパークで、主催 金沢パ
イロットクラブ で行われました。
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年度例会予定 2009-2010
福野勝彦 様10/1
卓話：ヴァグネル 聡子10/8

※理事役員会
（地区大会に振替）10/15 休会

《会場変更例会》10/22
於：如来寺（吉田昭生会員宅）

「 」卓話：如来寺住職 中国のお話
卓話：10/29

会場の方々にラオス援助のお礼をする北山会員
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点鐘
『それでこそロータリー』SONG

四つのテスト
皆様シルバーウイーク会長 挨拶

いかが過ごされたでしょうか？
私は金さんご夫婦含め４家族でド
イツへ初めて行ってきました。
アウトバーンでは速度制限が無い
と聞いていたのですが、トラック

は８０キロ、バスは１００キロと制限されていました。その他はビュンビュン飛ばしていましたが、日本と違いト
ラック、バスは速度制限を律儀に守っていました。びっくりしたのが飲酒運転だけでは罰せられないそうです。自

。 、 「 ． 」己責任で対処するそうです お酒に関連して 居酒屋などでビールを注文するとジョッキなどに必ず ０ ５ L
などと共に横線印がついていました。ここまでビールを注がないと罰せられるそうです。規則で固められてはいる
が自由度も多く、自己管理しないといけないお国柄との印象を持ちました。

さて今月２４日(土)２５日(日)と東急ホテルで日本禁煙科学学会があります。市民セミナーも
あります。これは参加費無料です。ぜひ、覘いてください。

(卓話者) 福野勝彦 様 金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二様ゲスト紹介 ビジターの紹介
６日生まれ 藤間 勘菊 様今月の誕生者の紹介

《 食 事 》
： （土）は東京世田谷中央 へ訪問です。幹事報告・委員会報告 多田利明幹事 11/21 RC

また、 （木）は高崎 との合同例会で ～ 名こられる予定です。多くのご出席お願い11/26 RC 7 8
いたします。

百万石 の援助団体のパイロットウオークや美術展もよ藤間勘菊エレクト： RC
ろしくお願いします。

金：地区大会には （土）韓国光州市の南光州 から３名の方が来られます。午後９時ごろ金10/3 RC
沢駅です。そして白鳥路ホテルに泊まられます。多くのお出迎えお願いします。

あらばしりの会について水野陽子会員：

¥19,000- ¥247,342- ¥2,630,129-ニコニコ BOX 本年度累計 残高
インドネシア・スマトラ島でまた大地震が発生、県出身者の安否を確認中です。サ香林坊ＲＣ小幡様

モアといい地球が怒っているんではないでしょうか （石川インドネシア友好協会事務局長）。

福野勝彦様、お話楽しみにしています。１０月２４．２５日に金沢で「日本禁煙学会」があ村田会長

りますので、是非参加して下さい。 皆様お久しぶりです。本日の講話は福野様有難うご石丸会員

ざいます。会報やホームページにも会員の原稿をどんどん下さいね。 員 福野様、ようこそ上杉会

いらっしゃいませ。今日のお話楽しみにしております。 福野さん、今日はようこそ。卓話金 会員

楽しみにしています。 本日は米山奨学会について書かれた豆辞典をお配りしますので、木場会員

炭谷会員 永原是非読んでください （米山奨学会委員） 福野様、今日よろしく御願いします。。

福野勝彦様、ようこそこの百万石ロータリークラブにお越し頂き又、卓話「東風に吹かれて」お会員

話楽しみにしております。宜しく御願いします （楽しみ、わくわく） 福野様、ようこそ。。 藤間会員

大変お久し振りです。卓話楽しみです。 福野様、卓話楽しみにしています。 福野様、よう吉田光穂会員 宮永会員

こそお越し下さいました。長女が本日より金沢美大の教員として就職しました。ホッとしております。

福野 勝彦 様講話の時間 「東風（あいのかぜ）に吹かれて」
【 】 。 、講師紹介 金沂秀会員 プロフィール 年石川県羽咋郡に生まれる 羽咋高校1943

1969 2005早稲田大学大学院博士課程（政治学）終了。 年石川テレビ開局と同時に入社。

年退社。記者、ニュースデスク、ディレクター、チーフプロデューサー。 中部北陸ACC
地区審査員。 「金沢通信」編集委員。民放祭り「ゴミが運んだ友情」などキャンペーHP
ン部門で三年連続優秀賞など。金沢龍馬会会員。日本山岳会会員。

「東風いたく吹くらし 奈呉の海人の釣りする小船漕ぐ隠くる見ゆ」大伴家持
東風は「あいの風ともあえの風」とも呼ぶ。昔から豊作や豊漁や幸福をもたらすとされ、龍
馬はあいの風に吹かれ、新しい時代をつくった男である。

、 、福野勝彦氏は日本や世界を歩き 変えてはならない自然と人間のかかわりを素朴に問いかけ
人々を励ます石川のもっとも龍馬に近い存在として、活躍されています。

和倉温泉のあいの風はすばらしいホテルですが、外へ出ると街はさびれています。浴衣がけの外出の楽しみがなく
なっています。こんなことは日本中に沢山あります。あっちこっちの山にも行きました。知床、鳥海山、大山、新
高山、雪岳山、キナバル山、白頭山、ネパールのトレッキング、そこには多くの変化も見たり美しさもみました。
ネパールは日本の田舎の原風景が残っています。

町おこしについては、羽咋市では市場、仏壇（蒔絵師がいる 、 から無農薬無肥料農業、トイレ清掃、いい） UFO
場所を無料開放などいいものを見過ごしていないかチェックしています。

分の卓話では到底語り切れないようですが、詳しくは氏の著書「東風に吹かれて」をご覧下さい。30

回 例会532
（木）2009 10.1

3Fホテル日航

22/3661.1%出席率
８月の修正出席率 ％77.14-
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金沢８ＲＣ例会変更
10/14 18 00 10/16 18 00 11/20金 沢ＲＣ 金沢西ＲＣ（ ） 「 」 （ ） 「 」水 ： ～ ホテル日航金沢 観月の宴 金 ： ～ 和田屋 観月例会

17 18 30 ANA RC 11/27 10/6（ ） （ ） 「 」 （ ）金 → 日 火 ： ～ クラウンプラザホテル金沢 ５ 合同例会 金 休 会 金沢南ＲＣ

（火） 地区大会へ振替 （木） ： ～ 「ぶどうの木」 （火） 職場見学例会金沢北ＲＣ みなとＲＣ10/29 18 30 10/13
（ ） 「 」 （ ）キリンビール北陸工場 火 ： ～ クラウンプラザホテル金沢 ５ 合同例会 木11/17 18 30 ANA RC 10/15百万石ＲＣ

地区大会に振替 （木）会場変更例会 於：如来寺10/22

－－－地区大会のピックアップ－－－
（大会委員長 富木昭光 金沢ＲＣ会長 蚊谷八郎）

は 第２日は講演 指導者セミナー 千玄室氏 第一日に行われた
障害舎の援助をお願いしたら快谷本正憲知事：

諾をえて、行動も迅速でした。
ポリオ絶滅など出世界の絆を老け山出保市長：

メルロータリークラブですが、今日は韓国やオ
ーストラリアからも参加されました。歓迎致し
ます。

、 、中川可能さくガバナー：現況と挨拶をのべ 今
。ここにおられる会員は本当のロータリアンです

一隅を照らすのがろーたりーです。そして世界
のネットワークを持つロータリーこそすばらし
く、類を見ないものです。

ロータリーは歴史の長石黒慶一ＲＩ会長代理：
さをではなく、何をしたか？を誇るべきです。そしてここに出席しておられる方こそロータリ
ーの確固たる会員です。
①ポリオ撲滅 ②ロータリー国内外のイメージを高める ③他者への奉仕の野力を高める ④
質と量の会員の増強

会員の推移 日本や米国は減少しているが韓国は ％も増加している。61.6
日本 米国 ブラジル 英国 仏 豪州 インド 韓国 独逸 イタリア

1999 126,026 396,331 53,991 47,929 33,991 38,123 71,599 37,916 35,944 34,673年
2009 105,661 61,273 48,365 42,564年 94,932 368,145 52,909 44,283 33,788 32,680

年生 理学博士 数学者 作家）記念講演 藤原正彦氏（1943
淡々たる語りであったがユーモアにみちて、印象深い講演であった。

地区大会のだい
崎山武夫次期ガバナー次年度の地区大会は新湊ロータリークラブが担当

日本ではロータリアンがどんどん減っている 日本の の平均人数は 人以上であるRC 45
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地区大会の大懇親会

大会の後は金沢百万石ＲＣの懇親会を
ＡＮＡクラウンホテル２Ｆで

南光州ＲＣの李庠根、呉贊教、金明洙
の各氏を囲んで百万石ＲＣ会員との和
やかな懇親２次会でした。
石丸幹夫会員が韓国語で挨拶をしました
が、其れを聞いて体どころに吉田昭生会
員が日本語に迷翻訳をしました。とても
ユーモアある面白い企画でした。

かってカウンセラーした米山奨学生学

友会長の泳謂敏氏との再会の石丸会員


