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創立４０周年記念週会へご参加を韓国南光州ＲＣから
お元気でしょうか。 こちらも皆元気です。 周年と関連して40

6 11 12 8 golf① 月 日（金）歓迎晩餐会 日（土） 時半近郊観光 又は
時半記念例会及び姉妹クラブ歓迎晩餐会6

日（日）ソウル行（午後出発なら昼食はクラブで準備します）13
日（月）帰国14

②ラオス青少年も同じ にしたいと思つてをります。. Schedule
参加者名単を 月 日頃まで観光と を区別してお送りくだされば準5 10 Golf
備に助かります。

地区大会が 月 日あります。招請状は 月 日頃送ります。** 3710 5 15-16 4 20
地区 の祝辞お頼み致します （ 月 日迄）2610 Governor 4 30。

丸岡 より お花見例会に来て下さい：RC
本年度も竹田地区「たけくらべ広場」の枝垂桜を愛でながらお花見例会を開催いたします。
下記の要項にて行いますので準備の都合上、出欠の返事をいただきたくお願い申し上げます。
会員の皆様も、万障お繰り合わせの上、ご出席賜りますようご案内申し上げます。
例会日： 坂井市役所丸岡支所前に集合下さい。マイクロバスを準備４月２１日（水） 集合： ５時３０分

芦原温泉駅まで出迎えます場所： たけくらべ温泉
例会点鐘： ６時 点鐘 開宴 ６時３０分～８時３０分 会費： ５，０００円
※ たけくらべ広場は４月１８日より２６日までさくら祭り（予定）にてライトアップされています。
申込締め切り ４月１４日（水）例会時まで

桝田隆一郎 地区ロータリー財団委員長をお迎えして

例会変更
（月）休会金沢東ＲＣ 4/26
（金）休 会金沢西ＲＣ 5/7
（月）休会香林坊ＲＣ 5/31
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年度例会予定 2009-2010
桝田隆一郎様（地区ロータリー財団委員長）4/8

RC4/15 李庠根パストガバナー南光州
「仮題：韓国のロータリー」
高岡哲夫 様（石川第２分区ガバナー補佐）4/22
休会 （法定休日）4/29
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点鐘
： 我等のなりわい」SONG 「

四つのテスト
日米中韓の４西村邦雄副会長挨拶：

日本の高校生は居眠りする割合カ国中、
、と文部科学省所管の教育研が最も高い

究機関による意識調査で明らかになりま
した。居眠りは日本では ％、米国45.1

が ％、中国は ％、韓国は ％でした。近くの20.8 4.7 32.3
人とお喋りは日本 ％、米国 ％、中国 ％、韓国 ％、積極的発言は日37.7 64.2 10.4 23.7
本 ％、米国 ％、中国 ％、韓国 ％でした （ の読売新聞）14.3 51.0 6.2 16.3 4/8 2010。

(卓話者) 桝田隆一郎様（地区ロータリー財団委員長）ゲスト紹介
南光州ＲＣ 李 庠根 様ビジターの紹介

木場紀子会員米山奨学生カウンセラー委嘱
米山奨学生は 中国 大連市の 李 曉嚥（リ ギョウエン）さん

（北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究 社会知識領域専攻）
－－－食 事－－－

幹事・委員会報告
①次の地区協議会には役員以外の人もなるべく沢山出席して下多田利明幹事：

さい。② の世田谷中央のご出席御願いします。5/30
①丸岡ＲＣから芦原駅まで迎えに行きますとの事です。②韓国訪金沂秀会員：

問は 万円以下でいけそうです。電車も使います （１ページ参照）12 。
高崎 訪問のスライドショー石丸幹夫会員： RC

本年度累計 残高ニコニコＢＯＸ ¥18,000 ¥614,843-
¥3,097,469-

より卓話の謝礼金をニコニコボックスヘ頂きました。 桝田※桝田隆一郎地区Ｒ財団委員長 西村副会長

隆一郎様、ようこそ。卓話宜しくお願いします。 桝田地区ロータリー財団委員長様、ようこ木場会員

そ百万石へ。御指導宜しくお願い致します。 皆さん、こんばんは。この度、弊社の武蔵町魏 会員

店（Ｍ’ＺＡ）の原因で皆さんに大変ご心配をかけ誠に申し訳ありません。有難うございます。今後より一

炭谷会層再発防止に取り組み品質管理・衛生管理の強化と改善を図り皆さんの期待に応えていきます。

地区ロータリー財団委員長桝田様、卓話楽しみにしています。 桝田地区財団委員長様、員 藤間会員

遠いところをようこそ。

「 ロータリー財団について 」講話の時間
桝田隆一郎様（地区ロータリー財団委員長）

ロータリー財団については お手元のパンフレットに
そのエッセンスが書いてあります。 年にその基金1917
がつくられました。ポールハリスがなくなって寄付が集め
られて出来ました 「世界で良いことをしよう」其れに。
は① 財団は貧困をなくす事、②ポリオをなくそう。R
マッチンググラントは百万石クラブは南光州クラブとお
こなっていますが、日本には殆どありません。言語の壁が可成り影響しています。

財団プログラムは （国際親善奨学金、国際問題研究のためのロー①教育的プログラム
） 、タリーセンタープログラム 研究グループ交換プログラム ②人道的補助金プログラム

③（地区補助金、マッチング・グラント、３Ｈ補助金＝保健、飢餓追放及び人間性尊重
ムポリオプラスプログラ

寄付の種類 ①年次寄付 ②恒久基金 基金は使用せずに運用で収益をえて活動資金にする。
①使途指定寄付

寄付の行き方 ①国際活動資金（３年前の年次寄付の ％と恒久資金の収益） ②地区財団活動資金（３年前50
の年次寄付の ％と恒久基金の収益) 地区では殆ど国際親善学生、地区補助金に使用し、残りは国際財団活動50 2610
資金や恒久資金など寄贈する事がある。

地区補助金（ＤＤＦ）は 収入は が ドルですが、 百万石クラブには￥ （補2610 2008-09 138,452 US 300,000
助金額）総事業費￥ です。1,260,604

ロータリーカード 購入額の０．３％が寄付される他、ためたポイントを寄付出来ます。会費無料のカードやゴ
ールドカード（年会費 円の中 円が寄付される）があります。10000 3000

点鐘他 ドルから ドルで何が出来るか具体的に例をあげてあります。100 10,000

桝田地区委員長を紹介する

木場クラブ委員長

回555
（木）2010 4.7

16/37 43.24%出席率
63.2%3 月の修正出席率


