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「My Rotary登録状況：11/38≒29％、目標50％」  10月のロータリーレートは１ドル＝108円 

                      

 

 

 

 

 

   

                    点 鐘 

                  １．国 歌『 君が代 』 

                  ２．ロータリーソング 

                  ３．四つのテスト 

                  ４．会長挨拶 

５．ゲスト・ビジターの紹介 

(1）ゲスト                    (2）ビジター なし 

 〔卓話講師〕2610地区米山奨学会委員長 村中 高次郎 様(河北南RC) 

〔米山奨学生〕ソルナさん 

  

６．ソルナさんへ１０月分奨学金の支給 

 先日、藤間勘菊会員に日本舞踊を見にこない？と誘っていただきまし 

た。初めて日本舞踊を見て踊りの人のしぐさに感動しました。優秀で卒 

業できるようがんばります。 

 

７．幹事報告・委員会報告 
      東海林也令子幹事：①本日例会終了後、理事会を行います。 

②11月に開催される地区大会に参加される方へ最終案内を棚にいれましたのでご確 

認をお願いします。 

③台風１５号に関する義援金について、ガバナー事務所より一人500円の依頼があ

りますので、ニコニコから人数分出させていただきたいと思います。 

 

仲島康雲親睦委員長：来週の例会は金澤プレミナンスで親睦会を行います。まだ出

欠の返事をくださっていない方が何人かありますので早々に返事をお願いします。 

その次の週が富山西RCとの合同例会ということで、お忙しいことと思いますがよろ

しくお願いします。 

 

 

 

      金沢百万石 
 

．   Kanazawa Hyakumangoku  
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2019-20年度ＲＩ会長 

マーク・ダニエル・マローニー氏 

Decaturロータリークラブ所属 

アラバマ州（米国）  
2019-20年度ガバナー 

 松本耕作氏（金沢RC） 

例会便り 

第981回  2019.10.10 

ホテル日航金沢5F 

例会出席  19/38  50.00％  

9月例会出席率  75.43％  
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８．ニコニコＢＯＸ紹介 \7,000- 本年度 \162,000- 残高\4,723,478-  
村中高次郎米山委員長：今日は米山の時間をいただきました。本当にありがと 

うございます。米山の目的にむかって確かな歩みをしており 

ますこと報告いたします。 

大路 孝之会長：皆さん今晩は。村中さん、本日の卓話よろしくお願いします。 

 江守巧・道子会員：皆さんようやく秋本番ですね。インフルエンザも流行って 

いるようです。お気を付けて下さい。村中様、本日は宜しく 

お願い致します。 

 

９．卓 話 

村中 高次郎 様  「米山学友の活躍」 
 

【プロフィール】 
職業分類：自動車工業 １９５４年生まれ 
＊2004 年 1 月  河北南ロ－タリ－クラブ 入会 
＊2008～2009  米山記念奨学生カウンセラ－ 

（ミャンマ－：トイ・コン） 
＊2009～2010  河北南ロ－タリ－クラブ 会長 
＊2009～2011  米山記念奨学生カウンセラ－ 

（中国：チョウ－キトウ） 
＊2011～2015  地区米山記念奨学会 委員 
＊2013～2014  河北南ロ－タリ－クラブ 会長 
＊2015～2018  地区米山記念奨学会 副委員長 
＊2018～2019  地区米山記念奨学会 委員長 
＊2019～2020  地区米山記念奨学会 委員長 

＊2016.3     米山記念奨学会 特別功労法人：(株)ア－タイ 
＊2017.3     米山記念奨学会 メジャ－ドナ－ 
＊2018.12    ロ－タリ－財団 メジャ－ドナ－ 

 

 

１０．質疑応答    １１．謝辞・謝礼     点 鐘 

 

 

例会予定 

10/17 
・クラブ親睦ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 於:能登CC 
・親睦会＆高田会員歓迎会  

於:金澤ﾌﾟﾚﾐﾅﾝｽ「ﾉﾘｵﾀｰﾌﾞﾙ」 

10/24 
富山西ＲＣとの合同例会 
於：ホテル日航金沢３Ｆ 

10/31 休 会 

11/2土 
11/3日 

地区指導者育成セミナー･晩餐会 
地区大会･大懇親会 県立音楽堂他 

11/7 
兪鍇 ユ カイさん〔富山西RC米山
奨学生〕 

 

 

紹介者:大路会長 

2019-20年度会長/幹事  大路孝之/東海林也令子 

例会場 ホテル日航金沢 

        〒920-0853金沢市本町2-15-1   

例会日 木曜日19：00 

事務室 〒920-0852金沢市此花町3-2 live１ﾋﾞﾙ2F

    Tel 076-262-2211   Fax 076-262-2241  

  E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp    

     URL    http://100rc.jp/   
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【金沢市社会福祉協議会に教育機器（パソコン、タブレット各２点）を贈呈】 

 
今年度採択された金沢百万石ＲＣの地区補助金活用事業は、金沢市社会福祉協議

会が生活困窮世帯の子どもたちを対象にして開催している「子ども学習支援事業」

に対してである。高校進学等をめざす子どもたちの学力向上のため、大学生の学習

ボランティアが学習支援を実施している事業である。現在子どもたちの登録者数は

３９人で大学生の学習ボランティアの登録者数は４３人である。土曜日（月２回）

金曜日（毎週）、夏休み期間中は月・水曜日に開催している。私たちロータリーク

ラブの社会貢献事業の一環として、同事業の教育環境の充実に活用してほしいと、

１０月１５日、金沢市松ヶ枝福祉館で、金沢市社会福祉協議会にパソコン２点とタ

ブレット２点を贈呈した。贈呈式には、大路会長、東海林幹事、奉仕プロジェクト

委員会委員長の北村会員、広報委員会副委員長の柿木会員が出席した。 

 

 
【金沢百万石ロータリークラブからの寄付に対する感謝状贈呈式】 

 
大路会長から、金沢市社会福祉協議会会長 丸口邦雄氏に寄付目録が贈呈され、 

丸口会長から大路会長には感謝状が贈呈された。 

 

日 時：2019 年 10 月 15 日(火) 13:30〜 

 

    会 場：金沢市松ケ枝福祉館 ３階  

 

    寄付品：子供たちの学習支援事業に用いる学習機材  

タブレット端末(2 台) ノートパソコン(2 台) 

 

    出席者：大路会長、東海林幹事、北村会員、柿木会員 
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ロータリー・リーダーシップ研究会(RLI) パートⅢのご案内 

ガバナー       松本 耕作 

     RLI委員会 委員長  柳生 好春 

先月 9 月 22 日に執り行われましたロータリー・リーダーシップ研究会(RLI)パートⅡにも多く

の皆様にご参加いただきまして、誠にありがとうございました。『研究会に参加して多くのクラ

ブの様々な状況・事業が聞ける事はとても有意義だ』というお声も多数頂いております。 

今回のパートⅢでは多数の全パート受講終了の方々に、バッジを授与いたします。充実した研

究会となりますよう、RLI委員会一同益々精進をして参りたいと存じます。 

前回同様多くの皆様にご要望頂いておりますので、何卒お早めの御申込みをお願い致します。

また、お申込み後のキャンセルは極力お控え下さいますよう、重ね重ねお願い申し上げます。

（定員制締め切りの為） 

                                                     

日  時 ：  2019年12月21日（土）9：30 ～ 17：00（※受付開始9：00）     
  

場  所 ：  金沢勤労者プラザ 

        〒920-0022石川県金沢市北安江3丁目2番地20号 

会  費 ：  5,000円(テキスト代・昼食代・飲物代含む) 

※当日現地にてお支払いとなります 
  

定  員 ：  60名（受付順として定員数に達した時点で締切り） 
 

形  式 ：  少人数（10名以内）でディスカッションを50分間×6セッション行う        

           
 

 参加締切り：  12月2日（月）迄  ※参加希望する方は金沢百万石ＲＣ事務局へお早目の 

                   ご連絡をお願いします。 

 

パートⅠ・Ⅱの実績から、お申込み後のキャンセルは極力お控え下さい。尚、上記現状をご理解

して頂いた上でのやむを得ないキャンセルの場合につきましては、Ｇ事務所までご連絡下さい。 

 

パートⅢ セッションカリキュラム内容について 

回 テーマと目標 

１ 

【戦略計画とクラブの分析(Strategic Planning & Analysis)】 

目標： 洞察に満ちたクラブの戦略計画とその分析を進めていくことで、クラブを強くすることがで

きます。自クラブを良く見ることによって、問題の改善にどのように関わる事ができるでし

ょうか。 

２ 

【ロータリー財団Ⅲ 国際奉仕（International Service）】 

目標： ロータリーの旅を進めるとき、様々なニーズに出会い、その問題を解決し、平和の支援を通

して、世界中にコネクションを築くことができます。 

３ 

【公共イメージと広報（Public Image & Public Relations）】 

目標：  ロータリーの旅を進めるとき、地元地域社会や世界が受ける恩恵に対して、クラブと 

ロータリーのイメージを高める機会を確認することでしょう。 

４ 

【強いクラブを創る（Building a Strong Club】 

目標： あなたのクラブの活動に関連する職業の新しい側面（そして伝統的な側面）。 

 

５ 

【規定審議会・決議審議会（The Council on Legislation & Council on Resolutions）】 

目標： 3年に一度開かれる規定審議会は、ロータリーの管理運営プロセスの重要な部分です。参加

者はオープンマインドで、ロータリーにとって何がベストなのかを考える事が求められてい

ます。 

６ 

【変化をもたらす（Making a Difference）】 

目標： ロータリーの旅を進めるとき、RLIの研修によって私自身の経験や成長を自己評価すること 

ができるでしょうし、また後輩のロータリアンの為に改善のお手伝いができるでしょう。 

次回予定日：  卒コース：2020年4月26日（日）  ※ 地区ホームページに掲載中 


