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１０月のロータリーレートは １ドル＝９０円
世界のロータリーニュース

「 」 、●フランス各地の の映画館で 月 日に封切られるディズニー映画 クリスマス・キャロル のプレミアで350 11 17
フランスのロータリアンが脳疾患の研究のために百万ドル以上を集めようと意気込んでいます。

「第 ゾーンでは、 万人以上の人々がアルツハイマー病、 多発性硬化症、パーキンソン病、脳卒中といっ11 300
た脳疾患を患っています」と、カトリーヌ・ノワイエ・リボー 理事は、第 ゾーンの 年度地区ガバナRI 11 2004-05
ーが脳疾患研究の支援プロジェクトを選んだ経緯を説明します 「脳疾患は、年齢、住む場所、社会的・文化的な。
背景を問わず、誰もがかかる疾患であり、多くの人々の日常に影響を及ぼしています」
● ロータリーと国連が密接な協力を約束の記事

月 日にニューヨークの国連本部で行われたロータリー国連デーは、国連広報局で非政府組織との関係を担当す11 7
るマリア・ルイサ・チャベス局長の言葉で始まりました。この日、ロータリアン、国連関係者、ロータリー青少年
プログラムの参加者を含む 人以上が、水、識字、保健、青少年に関する問題についてパネル討論に参加しま1,600
した。 年以来、国連と協力してきたロータリーは、数多くの国連機関の監督を行う国連経済社会理事会によ1945
り、非政府組織としては最高の諮問的地位を与えられています。

金沢 ＲＣ新年合同例会 月 日（火） ： ～ ホテル日航金沢金沢８ＲＣ例会変更 8 1 12 18 00
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
12/31 8RC12/24 木 休会 木 休会 1/7 木 →1/12火 金沢（ ） （ ） （ ） ）
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年度例会予定 2009-2010
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12/24（木）休会 （木）12/31
休会

1/12 18 001/7（木）→ （火） ：
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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

藤間勘菊次村田祐一会長 挨拶
期会長の理事役員も無事決まり助
走体制に入りました。私はもう少
し旋回して残った仕事を無事努め
たいと思います。あと半年お付き

合いください。
話代わって、雑学を。うさぎさんの耳はなぜ長い？？………… 良く聞こえるように！だけなら「おわん形」が効.
率が良い。ある時は時速 のスピードで走って逃げる。その時も耳を立てて走るそうです。風の抵抗を受けて70Km
スピードダウンになるのに、なぜか？耳はラジエターの役割も兼ね体温調節の働きをするそうです。機会があった
らうさぎさんの耳を触ってみてください。気温が高いときには体の他の部分よりも耳がより暖かく、逆の時はより
低いそうです。物事奥が深いです。

なし 金沢東ＲＣ 太田光尋様ゲスト紹介 ビジターの紹介
なし皆出顕彰

（現況報告）通算皆出席以外で頑張っていらっしゃる方
村田会員 年 ヶ月、 藤間会員 年 ヶ月 炭谷会員 年 ヶ月 宮永会員 年 ヶ月 野城会員7 2 3 3 2 6 2 4
ヶ月 木場会員 ヶ月9 8

《 食 事 》
幹事報告・委員会報告

（ ） 。多田利明幹事：2 20 RC月 日 土 には高崎 との姉妹提携調印式があらいます
～ 人との事です。よろしく御願いします。次の週は年忘れ例会ですが、40 50

上杉さんから沢山の品真生のをいただきました。またラオスの品物の販売は
円 円を設定しています。新年合同例会に販売します。2,000 5,000

ビンゴゲームなど景品いりいろあります。出席確認をしたく西村邦雄副会長：
思います。オークションの件よろしく、お酒は飲み放題にします。

高崎クエラブはバス一台で来ます。朝、出発して５時間木村幸生親睦委員長：
かかるそうです。夕方から式典です。松魚亭を予定しています。一泊して昼食
後られるものと思います。
藤間勘菊会長エレクト： 、1 RCこの間のくずは 森賢司様の話しですが

～ 石川県立美術館にて「遠き道 展」をいたします。視覚障害2009.1/4 2/7
者のための平面レリーフ展などがあります。既に中川ガバナーにも支援を御願
いしました。よろしく御願いいたします。蜜蝋ペンワークショップ「描いてさ
わろう、自分だけの絵」や鑑賞ガイドツアーがあります。天童市ではロータリ
ークラブの招待があり、感謝されました。金沢市では今回は 人のボラ1/1850

ンティアが必要ですにで、ご協力御願い致します。

¥14,000- ¥412,842- ¥2,740,119-ニコニコ BOX 本年度累計 残高
本日の卓話 石丸先生・炭谷先生宜しくお願いします。 本日少々村田会長 石丸会員

岩倉会員 上杉スピーチします。久しぶりです。 石丸先生、久しぶりの卓話楽しみです。

、 。 。会員 石丸先生 いつも色々御世話頂きまして有難うございます 今後とも宜しくお願い致します

藤間勘菊さんの金沢市文化賞受賞を祝して益々の御活躍祈念してニコボックスしま竹田会員

す。 石丸先生の卓話楽しみにしています。特に裏話お聞きしたいですね。昨日まで永原会員

８日間ゴールドコーストでのんびり日光浴をして心身の充電をしてきました。 ①娘が宮永会員

結婚しました。②電話コンクールで石川県代表が準優勝しました。

講話の時間
石丸幹夫会員１ 「ロータリーの地区・クラブ・裏話」）

地区ガバナーをクラブから選出せよとの要請をめぐって金沢北クラブ歴代会長はいつもクラブ創立の苦労話
緊張の連続でした。私が地区の分区代理を任命された時はもう逃げ道もない状態でした。仲谷ガバナーに入り、こ
れでは新クラブ結成しかないと考えました。今、炭谷亮一会員の立候補なんか考えますと、夢の様です。これから
は 地区で全クラブに分区に関係なく一律に会員に手を挙げて貰い、どうしても期日までに立候補者がいなけ2610
れば順番に分区に御願いした方が、元気のいい若いガバナーが出るのではないかと思っています。時代が変わった
のかもしれません。

（ ） 、97/10/01 拡大研究準備委員会から実行委員会 江守 炭谷 石丸 中村 坂下 大村 奥田 飯野 が昼行われ
¥8,000 20 10 4 6夜 歴代 会長幹事会が全日空ホテルで で 出席 名 でなされ 基本的に合意 賛成 反対 ？、 、 （

回541
（木）2009 12.10
5Fホテル日航

12/10 19/36 52.78%例会出席率

９月の修正出席率 ％67.62
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名）でした。その反対も消極的反対で、実行するには忙しいし、大変なのでと言
うことらしい。いろいろ話しがでて賛成ににまわる人も出て来てスタートしまし
た。 「 ロータリアンなら拡大に反対するはずがない」という正論が出て決定
しました。

大村精二氏より 電話あり 「ホテル日航は例会場引き受けお断りで石997/10/13 、
丸幹夫との会談もないことにしたい 」とのこと。

全日空ホテル 前社長 藤松健夫氏に電話 例会場の件をたづねる。97/10/19
早速 本多惣一社長 石丸宅へ訪問 会談 何とかしてあげたい。が10/20

可成り時間がかかる。
ＡＰＡ 元谷芙美子社長に 快諾 木曜夜も で事務所も確保97/10/31 TEL OK

するとの事。
元谷芙美子社長ら松魚亭へ来訪 山上 松本 石丸らと会談97/11/06

クラブ定例理事会で賛成多数 拍手で拡大決定97/12/04
仲谷ガバナー訪問日に 特別代表は清水忠氏になった。97/12/04
北クラブから １００万円の寄付あり 一人１万円プラス予備費で98/2.12
会員３３名98/3/3

ロータリーはクラブです。協会や会議所ではありません。親睦から生まれる奉仕です 「奉仕の機会として知り合。
いを広めること」です。会員に上下はありません。 しかし、交代で指揮官になったり一兵卒になったりします。
「よく協力するもの よき協力者をえる 」が大原則です。全会員が常に素晴らしい発想でロータリーを活性化さ。
せる心の準備も必要です。

地区のこと
361私がロータリークラブに入会したのが 年ですから、やっと 地区が出来た年度でした。それまでは1978 2610

といいまして、石川富山岐阜三重が入っていてガバナーは能登半島から紀伊半島の南端の潮岬まで行かねばな地区
らず大変だったようです。石川富山からは吉田茂平（金沢 金沢西）西泰蔵（高岡 北陸配電） 安田常夫（金沢
東）中田清兵衛（富山 中田清兵衛薬品社長 北陸銀行頭取）石黒伝六（金沢） の諸氏でした。
当時は で石川と富山は合わせて クラブで 名（石川 、富山 ） 岐阜 三重 でした。83RC 38 1745 21 17 28 17

年７月 日から分割し、 ２６１地区が富山石川 ２６３地区が岐阜三重になりました。初代ガバナーは高1978 1
岡西荻布漁業のの荻布（おぎの）貞雄氏です。

1966-67 4886その前は で 年度には愛知と長野も一緒でしたが石川の岡田良介氏がガバナーをしています。360 地区
名で クラブです、98

最高 才高田秀穂（ 年〕 最低 才 石黒伝六（ 年）ガバナーについての年齢 82 15 52 22
ロータリー歴は 年が多く、最高 年（三谷） 年（ 名) 年（２名） 最低 年（荻布）25 32 15 1 13 12

コピーした要覧はテリトリー町名に関しては 事務所からは そんな町はないと何遍クラブテリトリーの悩み RI
RC RCもやりとり、それは金沢北 のテリトリー丸写しでした。淺野川から北で会員を集めろと言うことで、金沢

は金沢市全部なのに、 困った事だとおもいました。高岡万葉クラブの悩みは高岡市を市内全クラブ同一にする事
は殆ど不可能だと言うことをききました。 当時、私にはテリトリーまで解決するひまはもうありませんでした。
そこで後で荒川ガバナー補佐（金沢 ）に御願いして、やっと市内８ が全部同じテリトリーの金沢市になりRC RC
ました。また当時はクラブ事務所を他クラブ のテリトリーに置いてはならないとかいう規則もあり、其処のクラ

RIブの許可書がいるなどとややこしい事も沢山ありました。 ついに ままよと テリトリー何ぞ無視して書類を
へ提出したら文句も言われず通ってしまいました。

２「地区の問題について」

の「地区役員に関す岩倉舟伊智会員
る 細則について」の詳細な説明RI
や、

から ノミニーに推薦炭谷亮一会員
された場合の「行動」についての説

明が あ り ま し
た。

点 鐘


