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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

8 golf① 歓迎晩餐会 時半 近郊観光 又は6 11 12月 日（金） 日（土）
時半 記念例会及び姉妹クラブ歓迎晩餐会18

ソウル行（午後出発なら昼食はクラブで準備13 日（日）
日（月）帰国します） 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5 10 Golf
りくだされば準備に助かります。

地区大会が 月 日あります。招請状は 月** 3710 5 15-16 4
日頃送ります。20

地区 の祝辞お頼み致します （ 月 日迄）2610 Governor 4 30。

金沢百万石ＲＣ後援パイロットクラブがチャリティコンサート開催
石川県立美術館2011 4 11年 月 日（日）

心で聞く横笛と箒とラブバンドのひびき

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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卓話未定5/6
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点鐘
： 我等の生業」SONG 「

四つのテスト
先週は金沢市の急村田祐一会長挨拶：

病センターの当番医でしたのでお休みし
ました。エイプリルフールで楽しみたく
思い、本来は４月１日の当番日をわざわ
ざ替わっていただきました。ホンマグロ
の大トロを食べた気分になっておられた

方々、ミアナムニダ ごめんなさい。中国の「餃子事件」も急転直下、２年ぶりに日本の主張通りに解決しそうで
すが、疑問点が多いです。マグロでは共闘しましたが、今後も付き合いの難しい国だと思います。エイプリル フ
ールは炭谷会長の時にも おれ もう歯医者引退する とかなんとか言って楽しんだかと思います 皆様時々は 真「 、 」 。 「
実かどうか」とは別に、楽しいウソを付くのもありだと思います。アクドク人をだますのは頂けませんが、ウイッ
トのある嘘は人生の潤いになります。次回はどなたが楽しませてくれるでしょうか…？？

(卓話者) 李 庠根 様（南光州ＲＣ 地区パストガバナー）ゲスト紹介 3710
金沢西ＲＣ 井上三郎様ビジターの紹介

－－－食 事－－－
幹事・委員会報告

南光州 周年記念例会出席の方は現在 名です。 （木）は県立球場多田利明幹事： RC40 11 5/20
。でのミリオンスターズの応援例会です

¥24,000 ¥638,843- ¥3,121,469-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
※李 庠根先生より卓話謝礼金をニコボックスに頂きました。

久しぶりに貴ロータリークラブにメーキャップに参りました。今後ともよろしくお願い西ＲＣ井上様

致します。 李先生、卓話よろしくお願い致します。 李先生卓話宜しくお願村田会長 岩倉会員

石丸会員 上杉会いします。 はじめての李庠根先生の卓話、有難うございます。楽しみです。

李さん、本日はようこそいらっしゃいませ。６月は韓国へお邪魔するので楽しみにしております。員

イサングン先生のお話楽しみにしています。 井上様、リサングン先生本日木場会員 金会員

はようこそ。キム用事で早引きすみません。 李先生、今夜の卓話楽しみにしています。炭谷会員

永原会員 イサングン先生、先日から連続で出席下さいまして有難うございます。韓国のＲＣの話し

楽しみにしております。日本と最も近くて親しみのある隣国のＲＣ以外の話しもお聞かせ下さい。

李庠根先生、金沢は如何ですか。楽しんで下さい。卓話よろしくお願い致します。井上三郎様、ようこそ。その節も藤間会員

お世話になりまして有難うございます。 李先生本日はよろしくお願いします。 吉田光穂会員 李様、お離し楽宮永会員

しみにしています。 イサングン先生、お目にかかれて嬉しく思います。先生の卓話楽しみに参加しました。竹田会員

（ ） （ ）講話の時間 「 」韓国のロータリー 李庠根 パストガバナー 南光州イサングン RC
李庠根先生は産婦人科医で 地区では模範的ロータリアンで私は先生の家庭訪問をしてから 年近ご紹介 3710 30

くになりました。この百万石クラブにはこころからの信頼をもたれ、 から金沢市に住まれています。石丸幹夫3/15

金沢市に来てもう１ヶ月が経ちました。これまで日韓ロータリー会議には東京
に２回、青森１回を経験しています。
私もいろいろの事業を行ってきましたが百万石クラブは実に良く答えてくださいました。本
当に満足しています。日本の米山奨学会には感動し、私も寄付をして、米山功労者になりま
した。韓国にも文化奨学財団と言うの
がありますが、これは４年前から国内
の大学生が対象です。
ロータリーゾーンは日本には３コ、韓
国は１コ半です。ＲＩ理事数はこのゾ

ーンの数で決まります。韓国は２年に１回理事を出すことが
出来ますが、日本は毎年出すことが出来ます。 ゾーンの決
め方はクラブ数によるのですが、地区についていえば韓国が

地区、日本は 地区あります。クラブは韓国が クラ17 34 1477
ブ、日本が クラブです。韓国の光州地区の 地区に2360 3710
は女性のみのクラブが８ あります。 女性クラブはどちRC
らかというと弱小クラブです。会員も少なく、経済的にも弱
い様です。
光州市の人口は 万人（金沢市は 万人）で があり140 45 49RC

。 。まして会員は 人います 金沢市は 人で ですね1884 590 8RC
人口に比して金沢市はロータリアンが多いですね。 現在、

回556
（木）2010 4.15

23/37 62.16%出席率
63.2%3 月の修正出席率
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金沢百万石ＲＣは 人ですか？ 南光州 は減りまして、 人です。出席率は百万石が 以上ですが、南光37 RC 54 70%
州は ～ ％で良くないです。 年前から両クラブのマッチング・グラントや青少年交換そしてラオスのＩＴセ50 60 10
ンターなどの奉仕活動を協力してきました。百万石ＲＣは国内外に多くの姉妹クラブがありますね！南光州ＲＣは
国内では南ソウルと姉妹提携をしています。また百万石ＲＣは女性や芸術家が多いですね。会員も韓国や中国など
の会員がいて国際的です、ソウルＲＣは外国人の会員のほうが多いそうです。
最後に の南光州 の 周年記念例会には是非多くのご参加を御願い致します。6/12 RC 40

点鐘
例会後理事会役員会 4/15

出席者：役員 村田祐一 藤間勘菊 多田利明 宮永満祐美
理事 木場紀子
オブザーバー 石丸幹夫 炭谷亮一

①ラオス青少年交換プロジェクトについて
～ 来日 京都経由金沢へ。 夕方 金7/19 24 7/24

沢発で帰る予定。ホストファミリー：炭谷会員
(南光州の 周年例会には出席不可。)40
②利家とまつの金沢城マラソンについて

2000 5000会員参加者登録料 円、打ち上げ会費
円（出場家族は無料）
③東京米山友愛ＲＣのＲＩ認証式の出席の件

締め切り 村田、石丸夫妻4/30
会員からの募金は￥ でした。ニコＢＯＸから追銭して２万円Ｒ財団へ寄付し④チリ地震義援金寄付報告 18,351

ました。

各種会合出席者
★丸岡ＲＣお花見例会 出席者 多田幹事、金、谷会員

、 、 、 、 、 、 、★南光州ＲＣ創立４０周年記念例会出席予定者 村田会長夫妻 多田幹事 石丸夫妻 金夫妻 井口 上杉 谷
吉田昭生会員 〆切：５／１０
★ラオスＩＴセンター訪問とふれあいの旅 参加予定者 炭谷会員、藤間会長エレクト、木村幸生会員
★ 利家とまつ金沢城リレーマラソン 応援宜しくお願いします！
出場者 村田祐一、炭谷亮一、多田利明、若狭豊、魏弘章（高３ 、魏彩友美（高２ 、魏悠暉（中１ 、魏百夏） ） ）

（小５ 、魏勲揮（小３ 、竹田孔徳（小５） 以上１０名） ）
打ち上げ 菜香楼 武蔵店 名鉄エムザ １５時より 会費 １人 ５，０００円 ※ご家族の出場者無料
★東京米山友愛ロータリークラブ チャーター・ナイト 月 日（日） ～ （ ）5 30 11:00 16:00 ¥15,000
出席者：村田夫妻、木村（幸生 、夫妻、石丸夫妻）

ハイチの救援から長期的復興活動へ
去る 月 日にハイチを襲った大地震では、 万人が亡くなり、 万人が家を失ったほか、国内のインフラ1 12 30 120

は壊滅状態となりました。これを受け、復興を支援するためにロータリー財団が設けた使途推奨冠名基金、ハイチ
大地震救援基金には 万ドルが集まっています。 ハイチを含む第 地区はこれまで、飛行機 機以上に医130 7020 100
療品、食糧、 水、衣類、玩具、テントなどを積んで、ピニョンとポールドペへ送りました。地区が独自に設けた

。 。復興活動用の口座には 万ドルが集まっています この資金は継続的な復旧プロジェクトに使用される予定です40
復旧活動を監督しているハイチ支援グループは現在、長期的な計画を立 てていますが、中でも特にニーズが大き
いのが、学校の再建設、手や足を失った人への義肢の提供、そして雨季が訪れる前に何千人分ものシェルターを確
保することです。 ハイチにある のロータリークラブは、学校を１校でも修築し、机、本、文具、そのほ17
かの教材を揃えて開校できる状態にしようと計画中です。義肢の提供も非常に重要です。地震による負傷で推定

人が手や足を失い、義肢を必要としています。第 地区は、義肢の提供に関心のある他団体と調整を図か4,000 7020
り、 つの診療所（各診療所に必要な費用は 万ド ル）も設置したいと考えています。嵐や地震にも耐えうるシェ3 5
ルターを調査する委員会も任命されました。
水、衛生施設、診療所、学校、コミュニティセンターを含め、必要なインフラの整った村をつくるのも検討されて
います。ハイチ大地震救援基金への寄付方法 、ケニー会長がハイチを訪問した様子は、ＲＩのウェブサイト

でご覧になられます。http://www.rotary.org/ja/MediaAndNews/News/Pages/100406_news_haiti.aspx

2010 4 20 No.425変化をもたらす韓国のロータリアン 『友』インターネット速報 年 月 日
朝鮮戦争の遺物を恒久的な平和のシンボルに。昨年、韓国の一部のクラブが空の弾薬筒を回収し、
それらを溶かして ｔの鐘を造りました。 これらの弾薬筒には、エチオピア、イスラエル、フ37.5
ィリピンなどの か国の紛争で使用されたものも含まれています。 その鐘は、北朝鮮との軍事境29
界線付近に位置する華川郡の世界平和の鐘公園に設置され、ミハイル・ゴルバチョフ元ソ連大統領
も加わって昨年 月に除幕式が行われました。鐘は現在、公園における中心的な建造物となってい5
ます。詳細はＲＩホームページのニュース欄をご覧ください。

http://www.rotary.org/ja/mediaandnews/news/Pages/ridefault.aspx


