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広報・ロータリー情報・雑誌委員長会議
2008.7/6 14:00~16:00 名鉄トヤマホテル 3F
高柳功ガバナー と津田達雄 パストガバナーの
挨拶に続いて、 金沂秀地区友情交換委員長と
石丸幹夫金沢百万石 RC 広報委員会委員長によ
る 3710 地区（韓国光州）の地区大会参加報告の
スライドショーが行われた。
続いて吉田昭生正樹地区広報委員長（小松シテ
ィ ）、若林啓介地区情報委員長（富山）、荒井泰
晴地区雑誌委員長（富山中）の「高柳ガバナー
方針を踏えて、各クラブ の諸活動 について 」の
説明があった。
出席は地区役員 25 名
クラブ役員 91 名
で 金沢百万石クラブからは 石丸幹夫委員長と
大平政樹副委員長が出席した。又金沂秀地区友
情交換委員長はスライド 説明のため特別出席し
3710 地区（韓国光州 ）の地区大会の説明をする石丸・金会員
た。
ロータリー情報委員会について、クラブリーダーシッププランについて、2008-09 年度ロータリーの友委員会
方針などについては 詳しいパンフレットがあります。
事務局まで
または
www.rotary.or.jp で検索してください。

会長・幹事慰労会

新入会員歓迎会
あらばしりの会 6/27（金）19:00 湯涌温泉 湯の出にて
出席者 金沂秀、野城勲、 永原源八郎
ゲスト 前原智子
石丸幹夫、上杉輝子、江守道子、北山吉明、木下義隆、木場紀子、齋木妙子 相良光貞、申東奎、炭谷亮一、多田
利明、西村邦雄、野城勲、二木秀樹、水野陽子、村田祐一 吉田光穂、相川晶代
本当に皆さん 役目も済んで楽しそうでした。金曜日
でまだ仕事が忙しい中、一生懸命、参加して下さった姿を 例会 予定 2007-2008 年度
みて、やはりロータリーは特殊な仲間であるとおもいまし 7/10 中谷安宏様（感染症専門医）「アメリカの生活
た。欠席された人も是非、次の機会に参加して下さい。
を振り返ってみて」
於：招龍亭
百万石クラブは遅刻早退しても兎に角一生懸命参加してい 7/17 栗城多史様（ソロアルピニスト） 理事役員会
る内に親しくなった会員ばかりです。
7/24 休 会
理事・役員会：7/10（木）例会終了後（ 20 時過ぎより）
例会場（ 招 龍 亭 ）において
議 題：①日韓
青少年交換プログラムについて ②ラオスの予算について
③組織の確認 ④今年度日程の確認
他

未定

7/25

その他予定★ 7/21（祝）京都北東ＲＣ 20 周年例
会

★ 7/26

ラオスＩＴ教育センター式典・完成記

2008 〜 2009 >
（役員） 会長：岩倉舟伊智 会長ｲﾚｸﾄ副会長：村田祐一 幹事：多田利明 会計監査：竹 田 敬 一 郎
ＳＡＡ：井口千夏
（ 理事）クラブ管理運営委員長： 吉田光穂（親睦友好：宮永満祐美 プログラム：木村幸生 SAA ：井口千夏）
奉仕プロジェクト：炭谷亮一（職業：申東奎 社会：相良光貞 国際：斎木妙子 ニコ：東海林也令子 ）
会員組織委員会：魏賢任 （会 員 増 強： 吉 田 昭 生 ）
国際ロータリー財団委員会：西村邦雄
（ロータリー財団と年次寄付：木場紀子）
広報委員会委員長 ：石丸幹夫（副：大平政樹 広報：北山吉明 ロータリー 情報：永原源八郎 会報：石丸幹夫)

例会場 ホテル日航金沢 5F 〒 920-0853 金沢市本町 2-15-1
事務室

ライブ 1 ビル 2F 〒 920-0852 金沢市此花町 3-2
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例会日時

木曜日 19： 00

(事務局)

相川晶代

http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/

休憩時間 12：00 〜 13：00

休日

土日祝日

点

鐘
ロータリーソング

『我らの生業』四つのテスト

475 回
ホ テ ル日航 7.3

出席率

2008

26/39 66.67%
86.54%

５月修正出席率

今月の誕生者

7/8 村田祐一会員 7/18 上杉輝子会員

岩倉舟伊智会長挨拶 ：いよいよはじまり
ました。新しいシステム です。 あとで
またお話します。
地区役員委嘱状 贈呈＊友情交換委員長
金 沂秀 会員＊（社会奉仕委員会）
環境保全小委員谷 伊津子会員
7/21 金沂秀会員 7/28 北山吉明会員

幹事・委員会報告
多田利明幹事：昼は金沢北クラブへ行ってきました。南光州クラブからの E-mail も来ています。11/15
は富山未来 RC ホストの地区大会があります。クラブでは CLP をまとめたい。岩手・宮城地震の義援
金 をお願いします。
木下義隆前親睦委員長： 先日の新入会員歓迎会と金沂秀会長の慰労会の会計報告をします。 15000 円
で 23 名 合計 345,000 円でした。
宮永満祐美親睦友好委員長： 今月の京都北東ＲＣ 20 周年記念への参加について
多田利明幹事：ガバナーへの謝礼の負担金を各クラブで ¥5,000 とし、金沢市内の８クラブで ¥40,000
で差し上げるつもりです。

《

食 事 》
ニコニコＢＯＸ

¥44,000- 本年度累計

¥44,000

残高¥3,821,445-

岩倉会長 今年一年宜しくお願いします。
多田幹事 本年度の幹事をやらせて頂きます。まじめな野
城先輩を見習って頑張りますのでよろしく。
井口会員
岩倉会長、宜しくお願いします。
石丸
会員 新しい岩倉会長はじめ本年度も宜しくお願い致します。
江守巧・道子会員
岩倉さん、よろ
しくお願いします。
大沼会員 岩倉会長・多田幹事一年間よろしくお願いします。
金 会員 岩
倉さん、多田さん、一年間宜しく。役員の皆様も頑張ってください。
木場会員 岩倉新会長、多田新
幹事、一年間よろしくお願い致します 。
齋木会員 新年度になりました。新会長・幹事・理事の皆様、
今年度よろしくお願い致します。ラオスへは、御一緒出来なくなり残念ですが、当座に両替致しました＄
札を同封致しました。学校の為にお使い下さい。
相良会員 岩倉新会長頑張れ！！微力ながら応援し
ます。
炭谷会員 岩倉会長・多田幹事一年間頑張ってください。楽しい一年にしましょう。
竹田
会員
岩倉新会長・多田新幹事一年間宜しくお願いします。
永原会員
岩倉新会長、おめでとう
ございます。これから一年間岩倉流斬新な発想で会員を引っ張って行って下さい。百万石の名にふさわしいクラブに・・・
西村会員 岩倉新会長、これからの一年頑張ってください。
野城会員
今日から新しい年度です。岩倉会長、多田幹事一
年間よろしくお願いします。湯の出での一日本当に楽しかったです。ありがとうございました。
二木会員 岩倉会長・多田
さん役員の皆々様、よろしく一年間頑張ってください。
水野会員 岩倉新会長・多田幹事一年間よろしくお願いします。
村田会員 この７月で還暦を迎えます。ロータリーも新たな１０年の初年になります。新たな気持ちで再出発したいと思いま
す。
林会員

吉田昭生会員 岩倉丸、出航バンザイ
吉田光穂会員
岩倉さん、多田さん一年間よろしくお願いします。

岩倉会長・多田幹事一年間よろしくお願いします。

東海

講話の時間 「2008-09 年度 会長所信表明」
岩倉舟伊智会長 ： 昼は金沢北クラブ へ行って来ました。百万石クラブは他のクラブ より、はやく会
長になれるクラブです。７月は京都北東ＲＣ訪問とラオス訪問が事業でして、主要のものはこれで今
年は終わりです 。ロータリーのメインは職業奉仕ですし、ロータリーには卒業がありません、いろい
ろ勉強したい。ＣＬＰ 元年です。理事会は最高機関として、定款細則、クラブ指名委員会の事は整理
し、なるべく予算配分など考えＣＬＰを進めたい。
多田利明幹事：金沢北クラブの雰囲気 は真面目です。百万石クラブはまあ大変くだけて
いまして、雰囲気が全然違います。又こんな新人会員の幹事は大変珍しいとの事です。
吉田光穂クラブ管理運営委員長：67 才です。も１年何とか持ち答えたい。優しいクラブ
で運営したい。意見をききながらやりたい。
炭谷亮一奉仕プロジェクト委員長： 先ずラオスをやります。パソコンを沢山もっていき
ます。寄付金も沢山よろしく。あと夢フォーラムやメイクアウイッシュ は続けます。あ
と職業の申東奎会員、社会の相良光貞会員、新世代の青少年の事、韓国、ベルギーの国
際奉仕は斎木妙子会員、よろしく 。ラオスは村田祐一夫人が行かれることになりました。
西村邦雄ロータリー財団委員長： まだロータリー 財団についてはわからない 所もあ
り、輪読会でもしたい。年次寄付もお願いしたい。奨学生の選好基準のこともあります 。
2,500 円の寄付は年会費でしました。
石丸幹夫広報委員会委員長： 広報は北山吉明会員
ロータリー情報は永原源八郎会員 会報は石丸
幹夫ですが委員会では大平政樹副委員長です。会報はもう１０年独占的に私でして、新しい人をさが
しています。インターネットのホームページもありますし、又よろしくお 願いいたします。 点 鐘
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