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まわれた方も何人かいたそうです。昨年も同様だったと
聞きました。なんとか日赤に対応して頂く方法はないも
のか？今後の課題でもあると思います。
　昨年は238名の方が献血されたそうですが、私が丁
度戻ってきた時間ではまだ180名ぐらいだというので、
何とか受け付け終了時間の4時までに200名の大台に
乗せたいと担当者一同電話作戦を繰り広げました。その
結果竹松会員や鈴木龍太郎会員の社員も時間ぎりぎり
に駆けつけてくれ、もう一息で大台達成だったのですが、
残念ながら目前で力尽きてしまいました。結果的には
198名でした。ちなみに私と田中さんどちらも身から出
たさびとは言え献血対象からはずされてしまったのが
残念でした。
　献血にご協力頂いた会員の皆様、会員企業の社員、近
江町市場の皆様のご協力に心から感謝申し上げます。ま
た、暑い中お手伝い頂いた田中社会奉仕委員長及び担
当スタッフの方々にも重ねて感謝申し上げます。

国際奉仕委員長　松本  浩平
　2013-14年度、半田会長のもと
国際奉仕委員長を務めさせていた
だきます松本浩平です。一年間、ど
うぞよろしくお願いいたします。当
委員会は国際青少年計画・世界社
会奉仕委員会（二木克明委員長）
とロータリー財団米山記念奨学会
（和田清聡委員長）の2つの委員
会から構成され、各委員会と連

絡・調整を図り、事業を進めて参ります。この2つの委員
会関連事業に関しても、我がクラブは歴史と伝統を有
し、認識と理解が深く、積極的に取り組んでいるところ
であります。長期留学においては、今月半ばよりオースト
ラリアへ石野可南子さん（石野一樹会員ご長女）、8月
より二木あずみさん（二木克明会員ご長女）をアメリカ
へ派遣いたします。また、8月よりカナダからGRACE 
LOWESさんのホストを引き受け、さらに来年1月半ば

人間尊重委員長　西川  英治

　去る5月27日（月）毎年恒例の「愛の献血運動」が実
施されました。継続は力なり！といいますが、今年で27
回目を迎えたこの事業はまさにその継続性に大きな意
味があると思います。
　屋外の行事だけに天候が気になっていたのですが、当
日は朝から願ってもない好天でほっと一安心でした。少
し早めにと思い9時には会場に着いたのですが、もう既
に献血バスが到着し、田中社会奉仕委員長も会場入り
し準備に取りかかっていたのには感心しました。早速献
血して頂いた方々へのお礼の品を袋詰めしたり、隣の花
屋さんには少々気が引けましたが鉢類をテント周辺に
並べたりしました。
　9時半には石川テレビ放送のテレビ取材が入りました。
担当委員長としてあまり事情に詳しくないのですが取材
応対をしました。内容が専門的なことに移って日赤の広
報担当の方に代わって頂きましたが、ちなみにそこでの
応答で知り得たことは献血パンフレットには「石川では
400mlの輸血が足りません」と謳われているのですが、
これは石川に限らず全国的な傾向だということ、また献
血頂いた貴重な血はそのまま輸血に廻すのではなく成
分毎に分解して必要な方に必要な成分がいくこと等々で
す。全く知らないことばかりでした。
　この日私は富山での建物竣工式に出席しなければな
らず、11時頃から3時半頃までの貴重な時間抜けさせて
頂いたのは申し訳ありませんでした。後で田中さんにお
聞きしたところ、昼食時間には多くの方が順番待ちで献
血が停滞し、待ち時間の長さにもったいなくも帰ってし
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第27回「愛の献血運動」実施
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ENGAGE ROTARY　CHANGE LIVES　ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を

❖ 7 月 29 日（月）例会❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
 7 月29日 前金沢能楽美術館　館長　藤

ふじしま

島秀
ひでたか

隆氏
 「加賀宝生をめぐる歴史秘話ヒストリア」

■例会卓話予定
 8 月  5日 石川県中小企業団体中央会会長
 前金沢市長　山

や ま で

出　 保
たもつ

氏
 「３つの建物、３つの景観」
 8 月12日 休会
 8 月19日 石川第１分区Ａガバナー補佐　中

なかがわ

川哲
て つ じ

次氏
（金沢南RC）

 「ガバナー補佐訪問」
 8 月26日 夏の納涼例会（金沢国際ホテル）

■ おめでとう（敬称略）
◎６月年間皆出席祝

29 ヵ年　山岸　敬秀  16 ヵ年　別川　　稔
16 ヵ年　半田　隆彦    9 ヵ年　中田　吉則
   8 ヵ年　山本　晴一    6 ヵ年　久田　欣一
   6 ヵ年　伊東茂外樹    6 ヵ年　小池田康秀
  6 ヵ年　竹松　俊一    5 ヵ年　朝倉　宏太
  5 ヵ年　西川　英治    3 ヵ年　田中　照人
  2 ヵ年　長沼　賢治    2 ヵ年　根布　　寛
  1 ヵ年　中村　吉隆

■ ニコニコ Box（敬称略）
根布…全国の水泳愛好者が年代別に順位を競う「ジャパン・マスターズ大

会」が名古屋で開かれ、50ｍ背泳ぎで優勝しました。久し振りの緊張
感と達成感で、思い出に残る大会になりました。

松本浩平…7月20日に「かなざわ・まち博」が開幕いたしました。今年で14回
目となります。

勝浦…本日、例会終了後、サマージャンボ宝くじと2000万サマーの販売会を
実施します。ジャンボは１等前後賞合わせて5億円、2000万サマーは
1等の当選本数が過去最大です。是非ともお買い求めの程よろしくお
願いします。

鏑木…朝6時30分、羽田着でパリから帰って来ました。今回はロンドンでイン
ターナショナル・ワイン・チャレンジのプレゼンターとしてパーティ参
加とフランス、ブルゴーニュにハリー・ポッターの翻訳で有名な松岡
佑子さんのシャトーに招待されて、ワイングラスを持って行ってきま
した。ロンドン、パリでしっかり仕事もでき絶好調でした。松岡さんは
63歳で2度目の結婚をスイス人の方となさいましたが、一言「恋をす
ることが若さの秘訣」とおっしゃってくれました。4haの土地のシャ
トーも旦那様と仲良く村を守るためにワイナリーとともに買われたそ
うです。

伊東…エレベーター更新工事で、長らくご不便、ご迷惑をおかけしておりまし
たが、先週19日に工事が完了し、通常運転に戻ることが出来ました。
工事中の皆様方のご協力に感謝申し上げます。

勝浦…先日は結婚記念日のお花をありがとうございました。お蔭様で忘れず
にすみ、夫婦円満？を継続することが出来ました。

山崎勝治…結婚記念日のお祝をありがとうございました。

累計　92,300円

❖ 7 月 22 日（月）例会報告❖

■出席率報告
 7 月  1日 65 ／ 93　ホームクラブ　69.89％
 6 月24日 82 ／ 91　補正出席率　　90.11％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

◆米山記念奨学会委員長研修会
日　時：8月10日（土）　14:00〜16:00
場　所：ANAクラウンプラザホテル金沢
　　　　19F「スカイバンケット　アストラル」
出席予定者：鏑木

◆ガバナー補佐訪問会長幹事懇談会
日　時：8月19日（月）　11:40〜12:10
場　所：金沢スカイホテル18F
出席予定者：会長・会長エレクト・幹事・副幹事

◆ガバナー補佐訪問クラブ協議会
日　時：8月19日（月）　13:40〜14:40
場　所：金沢スカイホテル18F
出席予定者：会長・会長エレクト・幹事・副幹事・会計・監査・
　　　　各委員長

〈 7月例会メニュー 〉
29日 〈中華〉旬の夏野菜を取り入れて

8／12（月）例会は休会です

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか

より、オーストラリアからの長期留学生を引き受ける予
定です。また本年度は2610地区のベルギーとの夏季短
期留学プログラムのホストの年回りで、8月にベルギー
の留学生も受け入れる予定です。
　本年度は、ロータリー財団・米山奨学生などの派遣・
受入れは予定されていませんが、例会等の機会を活用し、
両財団の意義と役割をメンバーの皆様にさらに理解して
いただけるよう、活動して参ります。
　ともすると、担当委員会と事業にかかわっていただく
方々だけで完結してしまいがちでありますが、より多く
のメンバーの皆様に更なる理解とご参画いただけるよう
に、工夫をして鋭意活動して参ります。皆様のご理解と
ご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

Smile, Sing a Song
Smile and the world smiles with you,

Sing a song.
Don't be weary, Just be cheery all day

long.
Whenever your trials, Your troubles and

your care
Seem to be more than you can really bear
Smile and the world smiles with you,

Sing a song.


