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村田祐一

クラブ目標：クラブを活用し、奉仕活動の輪を広げよう！
職業奉仕を第一に、無理をせず、楽しくクラブライフを送りましょう。
１）ラオス IT センター事業の継続と発展
○南光州 RC などと引き続き協力していく。南光州 RC の４０周年事業に協力しラオス
から２人ほど招待の予定か？
○３年の期限付きだが、もっと持続的に支援できないか？検討する。たとえば、現地の
産物を日本で売ってその儲けの一部を寄付に回せないか？この８月に行った時に、でき
たら多田さんの「目利き」に期待します。義理買いでなく長続きするにはどうしたらよ
いか？をテーマに。
２）会員各自の活動を知り合い、クラブで応援できるものはないか。できるだけ「草の
根」的なものを優先したい。ある程度大きくなったら、次の支援に交代する。１事業は当面３年で見直し、会員の
合意の下で継続するか否かを決める。
できるだけ多くの会員に卓話をしていただき、その中で各自のなさっている奉仕活動の紹介も話していただきたい。
「支援事業の種、新しい芽」を発掘し、つぎつぎと新しい支援事業の木を育てたい。クラブとしての応援を期待さ
れる会員は早めに卓話をなさってください。金会員が担当です。
３）たばこ問題について、当クラブ発足以来、会員の健康のため例会場の禁煙を行ってきました。「８ RC 合同新
年会」が当クラブの当番の時には会場禁煙でおこないました。この会員の健康を守るための「会場禁煙」の輪をロ
ータリー全体に広めてきました。歯科医師の炭谷元会長も強く推し進めていただきました。医師である私の職業奉
仕であり、ライフワークになりつつあります。次期会長に決まった時からさらなる発展をするために PETS での「喫
煙のマナー」の講演,「ロータリーの友」への投稿、時期ガバナー事務所への働き掛け等を行ってきました。幸い中
川ガバナーのご理解を得て先の「地区協議会」で壇上から「各種例会、懇親会場での禁煙！」を呼び掛けていただ
きました。今後はこれをもっと強固なものにしていこうと思います。
この１０月２４，２５日に金沢で「禁煙科学会」の学会があるので皆様応援ください。
さて、井上前ガバナー補佐が素晴らしいことを IM で話されました。
「ロータリーと架けてなんと解く、一本のローソクと解く、その心は、我が身を燃やして周囲を照らす」。常人の
私には自己犠牲の上に成立つ奉仕にようにおもいます。現時点ではとても真似ができません。さらっと「喜捨」の
精神で行える様にこれからの精進が必要です。無理せずに楽しんで奉仕活動をし、その結果自身が輝いて周囲を照
らす方が良いように思います。このお手本は北山会員かと思います。一般に無理をすると長続きしません。ただし
「無理をしない」と「サボり」とは違います。各種委員会などで、どうしても出席できないときは代理者を立てる
など必ず連絡を取り合ってください。当たり前のことですが、主催者に欠席理由を告げるのが礼儀だと思います。
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F262-2241
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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

今日はニコボックスを沢山ありがとうございました。
緊縮財政なのでとても助かります。今後もよろしくお願いいたします。
以上拙いお話ですが、この一年、奉仕活動を通じて自身を含めて「人作り」に励みたいと思います。
会員皆様のご協力をお願いいたします。

多田幹事

藤間会長エレ

永原ＳＡＡ

西村副会長

上杉会員組織理事

木場 R 財団理事

クト

井口クラブ管理運営理事
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各役員、理事の
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一年をよろしくお
一年をよろしくお願
します。
をよろしくお願い致します。
２００９．７．２．村田祐一

野城広報理事

祝

申奉仕プロジェクト理事

宮永会計理事

辞

韓国南光州 RC 会長
金 宗 錫
（キムジョンソク）

村田祐一会長様の就任を
南光州クラブ全会員と共に
祝賀申し上げます．会長様
は我がクラブに沢山の愛情
を持って私たち青少年が訪
問する度に Host を請けてく
ださっただけでなく 韓国
にも好意を持っていらっし
やるということをよく知っ
ています．
振り返って見れば両クラ
ブが姉妹関係を締結して 10
年が経つ間貴クラブ歴代会
長だけでなくすべての会員
が我がクラブと 韓国に友好的で
あり，同じく我が会員らも百万石
クラブと，日本に親密感を持って
います．
二つのクラブのこのような雰囲
気で Rotary 活動においても親善
訪問，青少年交換だけでなく
MatcbingGrant を通して世界社会奉
仕にも大きく 寄与しましたこれ
から 100 年，いや永遠に二つのク
ラブのこのような親交と友情が持
続する事を期待します．
来年 6 月我がクラブの創立 40 周
年記念行事に御招待致しますので
多くの会員が参席してくだされば
ありがたいです．もう一度会長就
任を祝賀申し上げて貴下と貴クラ
ブの無窮なる発展を祈願します。

例会予定

2009-2010 年度

７月の予定
7/2 卓話：村田 祐一 09-10 年度会長「所信表明」〔洋食〕
7/9 卓話：金子 聡子（石川県肢体協会副会長）〔和食〕 「 HELP カー
ドについて 」〜災害時に障害のある子ども達の命をどう守るか〜
※理事役員会
7/16 クラブフォーラム 「今年度の活動計画」〔単品〕
7/23 ガバナー補佐訪問 卓話：高畠菊丸 ガバナー補佐 （石川第一分
区Ｂガバナー補佐・北ＲＣ）〔和食〕
7/30 会場変更例会
於：ひょうたん町耳鼻咽喉科医院
卓話：石丸 正 院長先生
８月の予定
8/6
ガバナー公式訪問
卓話：ガバナー 中川可能作 様 〔洋食〕
8/13 休会（お盆）
8/20 卓話：メイクアウィシュオブジャパン〔和食〕※理事役員会
8/27 卓話：米山奨学生
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点鐘
ロータリーソング
四つのテスト

521 回 例 会
2009 7.2 （ 木 ）
松魚亭
出 席 率 24/37 64.86%
５ 月 修 正 出 席 率 70.14 ％

『

我等の生業

』

会長挨拶：
会長挨拶 ： 岩倉前会長お疲れ様でした。多田幹事今
年も引き続きよろしくお願いいたします。
韓国、中国、日本人と多彩な国の人々が集う国際性の強
い、しかも女性会員が多いこのクラブでこれまで勉強さ
せて頂いたこと感謝いたします。お陰でなんとか会長を
務めることができそうです。
昔お嬢さんと先日、白峰の西山へ行ってきました。「白峰僻村塾」の作家の高橋治氏の提唱で「白山登山しなくて
も高山植物がみられると良いのに」の一言で実現した企画です。２０００メートル級でしか見ることができない高
山植物を１０００メートル足らずの西山に馴化させ「お花畑」を造ったものです。会報の写真がそれです。我々も
これから沢山の奉仕の種を撒き、育てたいと
思います。
ゲスト紹介
ゲスト紹介：
紹介： なし
ビジターの
ビジター の 紹介 香林坊ＲＣ 小幡謙二 様
今月の
今月の誕生者の
誕生者の紹介
８日 村田祐一会員
１８日 上杉輝子会員 ２１日 金沂秀会員
２８日 北山 吉明 会員
地区からの
地区からの委嘱状授与
からの委嘱状授与
＊地区友情交換委員長 金 沂秀 会員
＊地区環境保全小委員長 谷 伊津子会員

幹事報告・委員会報告
多田利明幹事：
多田利明幹事：10/3.4（土日）の地区大会が金沢 RC の
ホストで行われます。案内状がきています。7/30（木）の会場変更例会は¥2000 負担で、
場所は石丸幹夫会員のクリニックのひょうたん町耳鼻咽喉科医院３Ｆです。
金沂秀会員：
金沂秀会員：南光州 RC から祝辞がきました。読みます。（１ページ参照）
石丸幹夫会報委員長：
石丸幹夫会報委員長：クラブのホームページを更新しましたのでご覧下さい。
7/30 はよろしく、お待ちしています。
北山吉明広報委員長：
北山吉明広報委員長：以前に卓話された単独無酸素７大陸最高峰登頂を目指す栗城君は残
すは世界の最高峰エベレストだけになりました。栗城君を囲む懇親会が開３日（土）の夜
あります。希望者は出席して下さい。（４ページに村田会会長の出席記事あり）
木村幸生親睦委員長：
木村幸生親睦委員長：淺の川園遊会へのご協力御願い致します。
ニコニコＢＯＸ

¥37,000- 本年度累計

残高¥3,488,045-

¥37,000-

香林坊ＲＣ
先週末、岩倉様のご苦労さん会のあとお寄りいただきましてありがとうござい
香林坊ＲＣ小幡様
ＲＣ小幡様
ました。本当にうれしかったです。夏の夜長にパジャマでも結構です。またお気軽にお寄り下さいま
せ。

村田会長 皆様新米の会長ですが一年間宜しくお願い致します。
多田幹事
今年度も
よろしくお願いします。
岩倉前会長
村田新会長、多田連続幹事本年は宜しくお願いします。
先週の最終例会ありがとうございました。
石丸会員
新しき村田年度の出発をお祝いして。一
年間御世話になります。本日剣岳点と線（新田次郎原作）の映画を観ました。以前クラブで卓話され
た立山ガイドの磯野紀幸氏が出演しました。
お役に立てるよう頑張りたいと思います。
い世の中」を作るために。

上杉会員
村田会長今年一年頑張ってください。
北山会員 村田新会長のご活躍を祈っています。「煙のな
皆さんこんばんは！あけましておめでとうございます。新

魏 会員
年度も宜しくお願いします。岩倉直前会長、多田幹事お疲れ様でした！村田会長、新年度も良い年度

になるように心より祈っております！

ご協力致します。弱力でありながら・・・
木場会員
村田新会長、多田幹事新年度スタートお目出とうございます。一年間よろしくお願い申します。
金 会員
ます。

村田会長、多田連続幹事一年間よろしくお願いします。

炭谷会員
村田丸の出航を祝して。
村田先生の卓話楽しみです。
土田会員

竹田会員
永原会員

東海林会員
村田会長、今年度よろしくお願い致し
村田会長・多田幹事の新体制での一年間を期待しています。

村田新会長就任大変希待致しております。進化したロータリー

クラブとして導いてください。

西村会員
村田新会長ご活躍を期待しています。岩倉会員 ご苦労様でした。
藤間会
岩倉前会長。多田幹事役員の皆様一年間お疲れ様でした。村田会長多田さん、新役員の皆様今年一年よろしくお願いいた

員
します。私事ですが、今年度より芸名を使わせて頂きます。

水野会員
村田会長・多田幹事一年間よろしくお願いします。
新年度スタート、会長はじめ皆様今年もよろしくおねがいします。
祝、村田会長。
宮永会員
吉田光穂会員
今年度 村田先生丸宜しくお願いします。
江守会員

講話の時間

村田祐一会長の所信表明

（１ページ参照）
点鐘
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単独無酸素７大陸最高峰登頂を目指す栗城史多君
残すは世界の最高峰エベ
レスト（チベットではチョ
モランマ）だけ！
２日の例会で北山会員が例
会で話されましたが、３日
（土）の夜１０数名で栗城
君を囲む懇親会が開かれま
した。
百万石 RC を代表して出席
しました。搔い摘んでメモ形式でお伝えします。
最後の目標エベレスト登山の許可が下りたので、
８月中頃に現地入りし、体を高地に馴らし９月
中頃にアタック予定とのことでした。超高地で
は気圧が低く脱水になり易く一日６リットルの
東側から
東側から見
から見たエベレスト Mauntains from Space より引用
より引用
水分補給が欠かせない。高山病では肺に水がた
まる肺水腫が怖いのですが、その一方で水をたく
さん摂取しなければならない。肌着は科学の進歩で良いものができたが基本はウール。アッタクの模様はインター
ネットで中継する予定で、中継機材は米軍のものが主体で電源のリチューウム電池は水に弱く、水との接触で爆発
の危険がある。汗に気をつけて運搬しなければならないとの事。食料はスーパーで３０−４０万円位買い込む。彼
の場合は肉が駄目で、鮭とば、アンチョビが必需品だとのこと。以前の登山の後、とても「えび天」が食べたくな
ったので食べたが高かった。海が無いネパールではエビが高価だとのこと。 中継時には世界の頂上から「北山先
生！」と叫んでくれるので、ぜひ中継を見ましょう！
近くなったら中継の見方をお知らせする予定です。
成功して元気に戻ってきてほしいものです。その時は「世界の有名人」になっているでしょうが、おごり高ぶる青
年ではないので皆で応援してください。
村田祐一 記

会場変更例会のご案内

ゆかた例会

家族歓迎

金沢百万石ロータリークラブクラブ運営管理委員会
委 員 長
井口 千夏 プログラム委員 金 沂秀
会場変更例会を下記の通り石丸会員のクリニックをお借りして開催させて頂くことになりました。万障繰り合わ
せの上ご出席頂きますようご案内申し上げます。ご家族の同伴も可能です。
時節柄、 ゆかた例会 と企画しましたが、平服でも結構です。軽装にてお越し下さい。

※

日

時

2009 年

７月 30 日（木）

１９：００〜２０：３０頃

場

所

ひょうたん町耳鼻咽喉科医院
ひょうたん町耳鼻咽喉科医院（
町耳鼻咽喉科医院（石丸）
石丸）

瓢箪町２−１３
駐車場
ひょうたん町耳鼻咽喉科医院 横駐車場
小橋大通り（明成小学校近く） NTT 向かい
城下まち金沢周遊バス 明成小学校前 下車 5 秒

℡

076-231-1958

地図をご入り用の方は、事務局までお問い合わせ下さい。

卓
会

話
費

石丸 正 先生
ひょうたん町耳鼻咽喉科医院
会員・家族 １人／ 2,000 円

院長

お弁当と飲み物（お茶、ジュース、ビール）をご用意致します。
差し入れ歓迎致します！

出席の方は事務局までご連絡下さい Tel
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262-2211

