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１０月のロータリーレートは １ドル＝９０円

高崎 の皆様 の例会歓迎 RC 11/26
高崎 の金沢百万石 表敬訪問者リストRC RC

氏 名 （ふりがな） 高崎 役職 歴 職業分類RC RC
１． 市川 豊行（いちかわ とよゆき） 会長 年 こんにゃく製造販売21
２． 深堀 達義（ふかぼり たつよし） 副会長 年 日本料理19
３． 市川 哲名（いちかわ てつな） 副会長 年 税理士24
４． 田中 久夫（たなか ひさお） 幹事 年 大学教授12
５． 森田 岳志（もりた たけし） 副幹事 年 水処理6
６． 廣瀬 雅美（ひろせ まさみ） 副幹事 年 段ボール製造4
７． 関口 俊介（せきぐち しゅんすけ）会計 年 生命保険業10
８． 川手 義昭（かわて よしあき） 直前会長 年 運送業25
９． 須藤 二三男（すとう ふみお） 親睦委員長 年 石材加工販売6

． 富田 俊二（とみた しゅんじ） ロータリー財団委員長・パスト会長 年 事務用品販売10 40
． 吉井 良弘（よしい りょうこう） 金沢訪問委員長・次年度幹事 年 僧侶11 11
． 児玉 三郎（こだま さぶろう） 金沢訪問委員会・パスト会長 年 機械製造販売12 22
． 有田 邦夫（ありた くにお） 金沢訪問委員会 年 損害保険13 24
． 糸井 丈之（いとい たけゆき） プログラム委員会 年 鉄鋼製造14 16

金沢８ＲＣ例会変更
（金）→ 日（火） ： ～ クラウンプラザホテル金沢「５ 合同例会」 （金）休 会西 RC 11/20 17 18 30 ANA RC 11/27

10/29 18 30 11/17 18 30 ANA RC北 みなとＲＣRC （ ） 「 」 （ ） 「木 ： ～ ぶどうの木 火 ： ～ クラウンプラザホテル金沢 ５

（木）→ （土 《東京世田谷中央ＲＣ合同例会》ホテルニューオータニ合同例会」 百万石ＲＣ 11/19 11/21 ）
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金沢百万石．

2009 2010～ >
宮永満祐美(役員） 会長： ｴﾚｸﾄ： 副会長： 幹事： 会計：村田祐一 藤間勘菊 西村邦雄 多田利明

永原源八郎SAA
副：二木秀樹（親睦：木村幸生 プログラム：金沂秀（ 井口千夏理事）クラブ管理運営委員長：

：永原源八郎 ニコニコ：江守巧 友好・ｸﾗﾌﾞ細則：炭谷亮一SAA
職業：野城勲 社会：吉田昭生 国際：魏賢任奉仕プロジェクト委員長：申東奎 副：相良光貞（

ﾗｵｽ ｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ：炭谷亮一）IT
副：吉田昭生（会員増強：岩倉舟伊智）会員組織委員長：上杉輝子

副：宮本玲子 ロータリー財団：年次寄付：村田祐一）ロータリー財団委員長：木場紀子 （
副：北山吉明（広報：杵屋喜三以満 ロータリー情報：北山吉明 会報：石丸幹夫)広報委員会委員長：野城勲

太字：理事役員★

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

年度例会予定 2009-2010
《会場変更例会》 於：如来寺（吉田昭生会員宅）10/22
如来寺住職「タイ チェンマイ女囚刑務所を視察して」

李 莉 様 （中国東方航空 金沢支店長）10/29
「虹の橋」小松上海便について

山本 優美 様（ 年度 国際親善奨学生）11/5 2007-08
「留学を通じて見えてきたベルギーという国」

会員卓話： ※理事役員会11/12
休会（ 日に振替）11/19 21
土 《東京世田谷中央ＲＣ合同例会》ホテルニューオータニ11/21（ ）

《歓迎 高崎 》ホテル日航 Ｆ「孔雀の間」11/26 RC 3

市川 豊行会長

市川 哲名副会長 田中 久夫幹事
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ロータリーソング点鐘
『それでこそロータリー』
四つのテスト

ユーモアにあふれ会長 挨拶
た科学研究などに贈られる
イグ・ノーベル賞 が パ「 」 、「

ンダのふんから分離した菌で
生ごみの９０％以上の減量に
成功した」研究で、田口文章

北里大学名誉教授に贈られました。研究は楽しかったそうです。今年で３年連続で日本人
が受賞しています。賞は平和賞、物理学賞、数学賞など１０部門。その他の受賞では、名
前を付けた牛の方が名無しの牛より乳の量が多いことを発見した英国の大学の科学者２人が獣医学賞に選ばれてい
ます。話が変わりますが、チンパンジーにあるゲームを教えたところ夢中になったそうです。うまくゲームをした
時にご褒美をあげたところ、ゲームをしなくなりました。遊びが仕事に変わったためです。できれば楽しんで仕事
をし、その結果、収入が増え、かつ世の中のためになる。そんな風に仕事がしたいものです。

卓話者) 中国東方航空金沢支店長 李 莉（り・り） 様ゲスト紹介 (

幹事報告・委員会報告
パイロットクラブのお礼が来ています。多田利明幹事：

共同募金の御願いもあります。本日は卓話のあとに「炭谷亮一ガバナー候補」につい
ての延長例会となります。

東京世田谷中央ＲＣにメイキャップしました。大変な歓待を受木村幸生親睦委員長：
けました。 （土）の合同例会にははこちらからは沢山の参加予定ですが、知られ11/21
ざる東京のバスツアーは楽しみです。

に地区のロータリー情報、広報、雑誌委員会がありました。ロータリーク野城勲広報委員長：10/25
ラブはともするとお高い、金持ち集団のイメージを持っている人もいるようなので、良いイメージ
の標語を募集します。賞金も最高５万円です。多くの御参加おねがいします。

クラブホームページに会員のページをお貸しします。自分の宣伝にホームペー石丸幹夫会報委員：
ジの変わりに利用して下さい原稿御願いします。

¥13,000- ¥278,342- ¥2,661,129-ニコニコ BOX 本年度累計 残高
李莉様「虹の橋」卓話を楽しみにしています。炭谷会員のガバナー立候補について活発な村田会長

討論をお願いします。 本日の卓話の李莉様よろしくお願いします。世田谷中央ＲＣ、石丸会員

岩高崎ＲＣの事楽しみですが忙しいですね。藤間勘菊様、市文化功労賞おめでとうございます。

李支店長、本日は宜しくお願いします。ガバナーノミニーのご報告致します。 木場会員倉会員

明日３０日から１１月８日まで県立美術館で日本伝統工芸展が開催されます。おついでがあればよ

ろしくお願い致します。 李莉様ようこそ。金沢は如何ですか。金沢をよろしく。如来藤間会員

魏 会員 藤間寺様、先日もありがとうございます。 皆様、こんばんは！ご無沙汰しています。

、市文化功労賞 ご受賞おめでとうございます。東方航空金沢支店長の李莉様のお卓話を楽しみ勘菊様

宮永会員にしております。 炭谷会員 李莉様今夜はようこそ。卓話楽しみにしています。

先週の会場変更例会、吉田会員ありがとうございました。本日はりり様卓話 楽しみにしています。

「 虹の橋 －小松上海便について」－講話の時間
中国東方航空金沢支店長李 莉（り・り）様紹介：魏賢任会員

年 今までの民航上海管理局を基盤に会社を設立。中国の航空産業の分割に1988
際して出来た６航空会社の一つ。本年６月には日本 都市へ就航している。世界に15

も多くの都市に就航している。 に小松－上海便が2004.11.25
出来た。現在は月、木、金、日の週 便である。4
航空機の荷物について 機内持ち込みは からあら2007.3.1
ゆる国際線で機内持ち込みの液体のガイドラインが通達され
ました。あらゆる液体物は ｍｌ以下の容器に入れ、再封100
可能な容量１リットル以下のジッパーのついた透明プラスチ
ック容器に入れる。 ～ には上海万博も控えて2010.5.1 10.31
おり、チェックが厳しくなるものと思われる。
中国は国土も人口も巨大ですが多民族国家です。漢語を母体
にしていますが、多くの言語があります。漢語にも方言が沢

山あります。
中国の季節の楽しみは 春は花粉症がない、夏は青島ビール、秋は上海蟹、 冬は
海南島 などです。 後は来年の上海万博のビデオ鑑賞Spring Festival

回 例会535
（木）2009 10.29
5Fホテル日航

出席率 ％52.78
９月の修正出席率 ％67.62
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地区役員への立候補について

延長例会で 炭谷亮一会員を地区ガバナーノミニーに、岩倉舟伊智
会員をそのときの地区幹事への推薦について

クラブとして賛成され、一致協力していただけるならば
頑張りたいとのことでしたが、出席会員からは反対はなく、地区で
もし推薦をうければ 具体的に役員候補を詰める段階にはいりまし
た。

『ロータリーの公共イメージアップに関する標語』募集について
平成 年 月 日ロータリアン各位21 10 23

国際ロータリー第 地区2610
ガバナー 中川 可能作
地区広報委員長 吉田 正樹

【募集要項】
題 材 基本的に自由ですが未発表のものに限ります。

ロータリー賛歌、ロータリーに入ろうかなという気持ちを喚起するもの
出来るだけ短文で人の心を打つもの等

資 格 ２６１０地区ロータリアン及びそのご家族、ローターアクター、事務局員RI
入選発表 ガバナー月信及び地区ホームページにて発表いたします。上位入賞者には賞金を用意してお

ります。
年１１月２７日（金）締め切り 2009

応募方法 標語、応募者氏名、クラブ名を併記のうえ、 、Ｅメール、郵送のいずれかにてFAX
下記までご応募ください。形式は自由、一人で複数の応募も可能です。

応 募 先 ガバナー事務所 標語係 宛
注）メールの場合は件名を「広報標語○○○ＲＣ」としてください。

〒 石川県金沢市尾山町 中小企業会館 階920-0918 9-13 2
FAX 076 236-2562TEL: 076 236-2561（ ） （ ）

E-mail: nakagawa@rotary2610.jp
【付記】

会長の３大強調事項については地区大会の場での改めて学習いたしました。RI

識字率向上 教育の問題
水支援 環境問題
保健と飢餓救済食糧自給、農業問題

＊ が広報用資料として作成した 集「人類のために活動します」が各クラブ宛に郵送されていまRI DVD,CD
今年度版には コマーシャル用の３０秒の映像の日本語版が収録されているので皆さん視聴下さいす。 TV

その他
あとがき：会報の写真の出来映えがよければ読んでいる人にとっても写された人にも気分がいい。今までは

、 。 、忙しいからと どうせ素人の作品だからと写真もいい加減であったと思う これからは 界の最高をめざしてRotary
美術的にも内容的にも作り上げるべきであろう。良い文章は編集者の力量もあり現在はどうしようもないが、良い
写真を目指したい。デジカメの人物は美肌モードで頑張って美女、美男に仕上げたい。

第五十六回 日本伝統工芸展が 月 日(金)から 月 日(日)10 30 11 8
石川県立美術館にておこなわれました。

「 」 。木場紀子会員の素晴らしい紬織着物 波文 など 石川県のお馴染みの作家の素晴らしい作品多数みられました

藤間勘菊会員が 金沢市芸術文化賞受賞
文化の日 金沢市文化ホールにて 金沢市長、学術界、財界、芸術界、政界などの多くのゲストが出席の中、11/3

厳かに式典が行われまして。


