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１０月のロータリーレートは １ドル＝９０円
高崎の福だるま
高崎市の達磨寺は 世紀末中国の帰化僧東皐心越禅師が開山 年前の大17 200

トウコウシンエツ

飢饉で、苦しむ農民のために心越禅師が描いた一筆達磨座禅像をもとに、農閑期
の副業に張り子のだるまができました。この縁日でだるまを売るようになりまし
た。
来年２月には老舗の高崎 と姉妹提携をしますが、百万石クラブも素晴らしRC

い有意義な目標に向かったクラブに発展して欲しいと思います。
「 」 、どどまるな 常に前進せよ 前進のつもりが迷路に入ってしまう事があっても
思索し反省し、居眠りしても目覚め後は更に前進です。百万石ロータリークラブ
のモットーかも知れません。 これからも、村田祐一会長やガバナーノミニーに立

候補した炭谷亮一会員をしっかり支えましょう。地区や の勉強は会員の意識やレベルを向上させます。RI
（福だるまは高崎 からいただきました ）RC 。

金沢８ＲＣ例会変更
金 沢 12/16（水） ： ～ ホテル日航金沢「クリスマスパーティ」 12/30水） 休 会RC 18 00

1/6（水） 休 会 1/13（水） （火）金沢 新年合同例会※? 1/12 8RC
金沢東 12/14（月） ： ～ 金沢スカイホテル「年忘れ家族例会」 12/28（月）休 会RC 18 30

1/4（月） （火）金沢 新年合同例会※? 1/12 8RC
金沢西 12/18（金） ： ～ 金沢都ホテル「家族親睦パーティー」 12/25（金）休会RC 18 00

1/8（金） ： ～金沢都ホテル「新年例会」 1/15（金）→ （火）金沢 新年合同例会12 30 1/12 8RC
金沢南 12/22（火） ： ～ ホテル日航金沢「年忘れ家族会」 1/5（火）休会RC 18 30

1/12（火）→ （火）金沢 新年合同例会※1/12 8RC
金沢北 12/17（木） ： ～ 松魚亭 「年忘れ会」 12/24（木）休会RC 18 30

1/14（木）→ （火）金沢 新年合同例会※1/12 8RC
香林坊 12/21（月） ： ～ 金沢エクセルホテル東急「年忘れ家族RC 18 30

会」12/28（月）休会
?1/4（月） 1/12火）金沢 新年合同例会? 8RC

みなと 12/22（火） ： ～ クラウンプラザホテル金沢 「年RC 18 00 ANA
忘れ家族親睦例会」 1/5（火）休会 1/12（火）→ （火）1/12
金沢 新年合同例会※8RC

百万石 12/17（木） ～ホテル日航金沢 「年忘れ家族例会」RC 19:00
12/24（木）休会 （木）休会12/31

1/7（木）→ ／ （火）金沢 新年合同例会※1 12 8RC
※ 金沢 ＲＣ新年合同例会 月 日（火） ： ～ ホテル日航金沢8 1 12 18 00
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年度例会予定 2009-2010
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「 」日航金沢 年忘れ家族例会

12/24（木）休会 （木）12/31
休会

1/12 18 001/7（木）→ （火） ：
金沢 新年合同例会ホテル8RC
日航金沢
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点鐘
ロータリーソング『 』R-O-T-A-R-Y
四つのテスト

今日は次期の村田祐一会長 挨拶
理事、役員をはじめ会員の皆様の役
割を決め、承認していただくフォー
ラムの日です。活発なご討議、ご意
見をお願いいたします。
働き蟻は全員一所懸命に働いている
ように見えますが、よく観察すると約３０％が働いてい

て残りは適当に動いているとのことです。そのよく働いている３０％を集めるとどうなるかを実験した結果は？…
… 。やはり３０％しか一所懸命に働かなかったそうです。十分な休養が働く原動力になるのでしょうか？.

次期の執行部の方々、また現在はのんびりされている方々も機会がくれば、確り仕事されると期待をしていま
す。よろしくお願いいたします。 なし 金沢東ＲＣ 太田光尋様ゲスト紹介 ビジターの紹介

２５日生まれ 比良（ひら）直寛様今月の誕生者の紹介

《 食 事 》

ロータリーの友 月号の （縦書き）に金沢百万石ロータリークラブのラオス炭谷亮一： 12 P31
でました。の記事が

ラオスのＩＴセンターのための基金に金沂秀：一緒にラオス訪問の旅をされた 福間様から
本当に有り難くお礼申し上げたいと思います。と １万円をいただきました。

東京世田谷中央クラブ訪問時は木村幸生親睦委員長は添乗員の様多田利明幹事：
な大活躍でした。本当にお世話様でした。地区大会のディスクが来ています。買
って下さい。
ロータリーカードを使用しますとの ％は社会奉仕用にＲ 財団にはいります。3 -
是非ご利用下さい。

２週間後の年忘れ例会は本日までに出席確認して下さい。オー西村邦雄副会長：
、 。クションの品物説明は までに御願いし 品物は当日までに御願いします121/10

¥16,000- ¥398,842- ¥2,726,119-ニコニコ BOX 本年度累計 残高
今日は年次総会です。次年度の新体制が決まります。宜しくお願いします。世田谷・高崎ＲＣ村田会長

との合同例会御世話して頂いた関係者の皆様有難うございました。雑誌「婦人画報」に水野会員の素晴ら

しい着物が載っていました。 ３１年皆出席のときもその後もニコボックスを忘れ申し訳あ石丸会員

りません。本日まとめてします。 皆さん、今晩は。本日の昼、北ロータリークラブの例会魏 会員

の卓話講師として『経営に役立つ中国雑学』の話をさせて頂きました。ちょっと緊張しましたが、自分に

土田会員 藤間会とって勉強になりました。ロータリーのご縁に感謝！ 久しぶりですみません。

来年度の理事役員・委員会の皆様ご協力を宜しくお願い致します。 近年雪が少な員 吉田光穂会員

いので庭木の雪吊りをしようか迷っています。

年次総会
『 次年度の理事役員の承認 』

① 次年度の理事役員の発表 ② 次年度会長エレクトの承認 ③ 次年度理事・役員の承
認
④ 次期藤間会長（会長エレクト）より ⑤ その他

司会 多田利明幹事
まず 今年度の地区ガバナーノミニー候補藤間勘菊 次期会長挨拶：

役の元会長で、元ガバナー補佐の炭谷亮一会員を是非とも ％バックアップしたい。100
職の名前がつかなくても全員参加のつもりでやる決意です。

東京世田谷中央ＲＣは金沢にいらっしゃるので歓迎したいし、高崎Ｒ
Ｃも喜んでお迎えしたいです。また、京都北東ＲＣや南光州ＲＣとの交
流も出来ることはしっかりしたいです。

から地区状況説明岩倉舟伊智元会長

点 鐘

回540
（木）2009 11.3

5Fホテル日航

12/3 18/3650.00%例会出席率

９月の修正出席率 ％67.62
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月 日の理事役員会報告12 3
） 、１ 年忘れ例会：料理については

説明、検討の後詳細は親睦委員
水野、西村会員に一任。ビンゴの
景品を上杉会員からに沢山の品物
を提供していただく。感謝！

2２ ラオス物品販売；検討の結果）
品目を 円、 円で販売予2000 5000
定、その他詳細は炭谷、申会員担
当にお任せする。
３）高崎 との調印式；調印文RC
を検討。姉妹か友好か？来年 月2

日を予定していたが、土曜日の18
ほうが良いのではとの意見があり

月２０日も候補に入れ先方と相談に、担当多田幹事2
高崎 会長から 「今後の会合は折半でしましょう」との申し入れあり。気軽にお付き合いできそうです。RC 、
４）会合キャンセル時の取扱；会合前日の午前までに連絡ない場合は会費を全額負担していただく。
５）クラブ機材の貸し出しについて；維持費に充てるため１回につき 円を支払っていただく。ニコボックス1000
に入れる？
６）その他会員動向、ガバナーノミニーの件など話し合われた。

管理運営委員長 井口 千夏 親睦委員会年忘れ例会について
日 時 １２月１７日（木） １９：００ 点鐘 （～２１：３０頃）
場 所 ホテル日航金沢 ３Ｆ 「ラ グランドウ ルミエール」
会 費 会員 円 御同伴者（中学生以上） 円 子供（小学生以下） 円8,000 6,000 3,000

ベルリンの壁崩壊を共に体験したロータリー 出典： 氏による記事Matthias Schütt
国際ロータリー・ニュース： 年 月 日2009 11 18

Rotary間もなく再統一されるドイツでロータリーが果たす役割への意気込みが書かれています。写真提供：
年 月のある夜、 西ベルリンのヒルトンホテルのロビーは、国際研究会に出席していた何百人ものMagazin 1989 11

ロータリアンでごった返していました。彼らは、ホスト・ホスピタリティーの行事に向かおうとタクシーを待って
いました。しかし、タクシーは一台も現れません。

研究会の開催者でベルリン・スプリー・ロータリー・クラブ会員のピーター・ロレンツ氏は、そのときの様
。 。『 。子を語ります その従業員は次のように伝えました 皆さまにはしばらくお待ちいただかなければなりません

お呼びしたタクシーはホテルにやって参りません 通りが 東ベルリン市民であふれかえりふさがっています ブ。 、 。（
ランデンブルク）門が開放され、壁が取り壊されたのです。私たちは、 年間彼らがやってくるのを待ち続けてき28
ました。そこで、皆さまにもお願いがあります。私たちといっしょに彼らを待っていただきたいのです 」』

今日、ベルリンの壁崩壊は、東ヨーロッパで復活したロータリーの出発点と広く考えられています。
月 日の出来事に衝撃を受けたドイツのロータリアンは、ドイツの再統一に歓喜するとともに、これがロー11 9

タリーにとって何を意味するのかを考えていました。 ベルリン・ティーアガルテン・ロータリー・クラブの会員
は、東ベルリンからやってきた人々をお茶とコーヒーで迎え、西ベルリンの地図を渡しました。東ドイツの地図に
は、西ベルリンの地図が載っていなかったためです 「コーヒーは冷めてしまいましたが、地図は大好評でした」。
と、ベルリン・ティーアガルテン・クラブ会員のユルゲン・トルマン氏は振り返ります。

壁崩壊後の数週間、数カ月間に渡り、西ドイツのロータリアンは、ケムニッツ、ドレスデン、ライプチヒなど、
かつて東ドイツにあった都市にクラブを復活させるための方策を練りました。

、 、 、 、オーストリアとドイツの地区ガバナーは ロータリーを旧東ドイツのほかにも チェコスロバキア ハンガリー
ユーゴスラビアを含む隣国に拡大していく計画について話し合いました。また、クラブと地区は、旧東ドイツの地
域社会を対象としたセミナーを開始しました。このセミナーにより、たくさんのツインシティー・プログラムやク
ラブプロジェクトが生まれました。中には、 年経った今も続けられているものもあります。20

東ドイツで育った人々にとって 「奉仕クラブ」という概念はなじみのないものでしたが、ドイツが再統一され、
年以内に旧東ドイツに の新クラブが誕生しました。てから 1 49

RI 1990 3ベルリンの壁崩壊の最中、西ベルリンで国際研究会に出席していたヒュー・アーチャー元 会長は、 年
、 。 、月に旧ソビエト連邦のクレムリン宮殿を訪れ 奉仕団体という概念をソビエト当局に紹介しました その カ月後3

しました。モスクワ・ロータリー・クラブが誕生
年の秋までに、再統一されたドイツに の新クラブが結成され、ロータリーは、瞬く間に東ヨーロッパに1995 91

広がっていきました。
この記事は、オーストリアとドイツの公式地域雑誌 「 」の記事を編集したものです。、 RotaryMagazin


