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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

日（日） 日（月）帰国13 14ソウル行（午後出発なら昼食はクラブで準備します）
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 りくだされば準備に助か5 10 Golf

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。

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）

例会変更
金 沢ＲＣ （水） １８：００～ 金沢ニューグランドホテル「チャリティ・オークション」6/2

（水） 休会6/9
金沢東ＲＣ （月） 休 会6/21
金沢西ＲＣ （火） 休 会5/7
金沢北ＲＣ （木） 休 会 （木） １８：３０～ 松魚亭「夜間例会」5/6 5/20

（木） １８：３０～ 松魚亭「夜間例会」6/24
香林坊ＲＣ （月） 休 会 （月）１８：３０～金沢エクセルホテル東急「やれやれ会」5/31 6/21

（ ） （ ） 「 」百万石ＲＣ 4/29 5/6 5/20休会 法定休日 卓話未定 木 ～例会場変更 ミリオンスターズ観戦例会19:00
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点鐘
： 我等の生業」SONG 「

四つのテスト
今日はブラックジ村田祐一会長挨拶：

ョークを。上海万博をもうすぐに控えた
中国で一番危険な職業は炭鉱夫だそうで
す。三番目が新聞記者です。さて二番目

.は？…
答えは役人だそうです。

ここで問題を「人肉検索 「裸体官僚」とは？…」、
ある役人をＡとします。なかなか不正のしっぽが捕まえられない時に、庶民はインターネットを使いさまざまな人
に呼び掛けてＡの不正の目撃証言を集めます。これを「人肉検索」といいます。その結果、お役人は不正に蓄財を
しているのが摘発され、罰を受け時には死刑にもなります。とても危険な職業ですね。そのため、いつでも逃げら
れるように家族を海外に住まわせます。もちろん不正蓄財も海外の安全な所に移します。いざ不正が見つかりそう
になると逃げ出します。このように単身でお役に励んでいる官僚を「裸体官僚」と言うそうです。一人が持ちだす
お金は十数億にもなるそうです。中国人初の芥川賞作家の楊氏は「私だって日本に来て日本人のことがわからなか
った。官僚が横領して、何がおかしいのか。だってそのために必死で勉強したんでしょう？ 政治家がヤミ献金も
らうの、何がヘンなの？ 中国なら当たり前、そういうことよ。わっはっは」と 「空気を読む」日、
本人は中国人のことを非常識だというけど、この世に非常識なんてない、それぞれ「異なる常識」が
あるだけ、とも言っています。これからますます深い関係になりそうな中国とはどんな風に付き合っ
ていけばよいのやら… 。..

(卓話者) 高岡 哲夫様（石川第２分区ガバナー補佐 小松シティーＲＣ会員）ゲスト紹介
南光州ＲＣ 李 庠根様 小松シティーＲＣ 北本 純誓（じゅんせい）様ビジターの紹介

－－－食 事－－－
幹事・委員会報告

昨日、丸岡 へ行って来ました。美味しいお酒多田利明幹事： RC
をいただきました。仲良くしましょうとの事です。本日は李庠根先
生の最終例会です。一言御願いします。

次年度の理事役員を発表します。宮永満祐美次期幹事：
今度の地区協議会には沢山で出席しましょう。藤間勘菊：

の利家とまつの金沢城マラソンにはよろしく炭谷亮一ガバナーノミニー：5/9

李庠根パストガバナー（韓国南光州ＲＣ）の挨拶： か3/15
ら金沢市に来ましてすんでいますが、おかげさまで不便もな
くすごせました。金沢医科大学での老人医学の勉強もいたし
ました。ロータリークラブも４～５回メイキャップし、感銘
をうけました。ロータリーソング「我らの生業」の内容もＲ
Ｉの目的が入っていて良いと思いました。

５月３日 に小松空港から帰られます。12:00

。ニコニコＢＯＸ
¥22,000 ¥660,843- ¥3,189,820-本年度累計 残高

※高岡哲夫様より謝礼金をニコボックスに頂きました。
色々とお世話になりました。どうも南光州ＲＣ 李庠根会員

有難うございました。では 光州で又、会いましょう。お元気

で。さようなら。 本日は金小松シティーＲＣ 北本純誓様

沢百万石ＲＣの点鐘の音色を聞きに来ました。小松シティーＲ

村Ｃとは兄弟点鐘です。金沢百万石ＲＣ会員の皆様の今後の益々のご発展・ご健勝をご祈念致します。

高岡哲夫様「南極今昔物語」お話楽しみにしています。 高岡様ようこそ。卓話よろ田会長 多田幹事

しくお願いします。

石丸会員 炭谷高岡様、北本様、本日は有難うございます。小松シティーとは仲良くしたいものです。

李先生、今回の金沢のステイでの最後の例会ですね。なごり惜しいです。 高岡様、今日会員 谷会員

は卓話楽しみにしています。北本様ようこそお越し下さいました。以前テレビ金沢で「ミニミニ気功塾」

出演の折にはお世話になりました。昨日は丸岡ロータリークラブのお花見例会に出席し楽しいひとときを

過ごして来ました。

回557
（木）2010 4.22

20/37 54.05%出席率
63.2%3 月の修正出席率

北本様
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「南極今昔物語」講話の時間
高岡 哲夫様（石川第２分区ガバナー補佐 小松シティーＲＣ会員）

紹介：高岡様は 高岡経営労務事務所の所長酸ですが、元もと(株)名古屋汽

船の船舶通信士をされていました。日本電信電話公社から代 次南極地域観測隊16
員となられました。 （谷伊津子会員）

昭和 年は永41
田隊長や西堀越
冬隊長の時でし
た。 年の南1973
極隊です。 南
極は氷が高いと
ころでは ｍ4000

。にもたっします
極地を見れば地球全体がわかります。

健康と放射
能、氷の中
の隕石、積
雪量は考古学的には大変貴重です。はじめは敗戦国でしたので基地はつれなかった
のですが、日本には白瀬さんの南極探検の実績があり、可能になりました。しかし
やはり大陸でなく、オングル島でした。 ではじまり、多くのスライドをみせて----
頂きました。

点鐘

例会後理事会役員会 4/15

新規米山奨学生オリエンテーションに2010
カウンセラー 木場紀子

私達百万石クラブの さんのカウンセラーとして会議、懇親会に出席しました。李曉燕
はじまる前 高志会館のコーヒーショップで中川可能作ガバナーとお会いしたので一緒に写真をとらせていただき
ました。一枚は懇親会で同じテーブルでとった写真です。炭谷先生も懇親会で乾杯をされましたが、お写真は取れ
ませんでした。リ・ギョウエンさんは素晴らしい方でした。 月 日の例会には多分ご出席されます。又今後とも5 6
よろしく御願い申します。

金 会員から以下の報告がありました。
大変な歓待を受けまし丸岡ロータリー桜の会に行って来ました

た 姉妹でもなく友好でもなく 仲良しクラブとして付き合いまし
ょうと言って分かれました。
参加者 多田 利明 谷 伊津子 金 沂秀以上三名でした
金沢駅より電車 芦原からは丸岡ロータリーの送り迎え付有名な竹
田の油揚げのお土産付でした以上報告します

金沂秀会員より）（
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