
- 1 -

月のロータリーレートは １ドル＝９２円5 ,
姉妹クラブ南光州 周年記念祝賀訪問RC40

（金） 小松（ ） ： 発 ソウル、インチョン ： 着6/11 KE776 12 00 13 55
仁川より光州まで高速バス（南光州ロータリーより迎え）
南光州ロータリーによる百万石歓迎会
ラマダホテル 泊2

（土） 昼はゴルフ組とショート観光 夜 周年記念パーティ6/12 40
（日） （新幹線）6/13 KTX

松汀里 発 ソウル竜山駅 分着9:53 12:31
シルラホテルチェックイン

昼の部 ソウル市内観光と買い物
（月） インチョン 発 小松 ： 着6/14 9:15 10 68

★南光州ＲＣ創立４０周年記念例会出席者 村田会長夫妻、多田幹事、金夫妻、井口、上杉、谷、吉田昭生、
申東奎会員

ラオスＩＴセンター訪問とふれあいの旅
炭谷ラオスプロジェクト委員長、藤間会長エレクト、宮永次期幹事、木村幸生次期国際奉仕委員長参加予定者

-Sent: Thursday,June10,20109:43AMLaos 学生交流の件 南光州 朴天学先生からですRC 下記連絡します。
周年記念例会に連れてくることになつていた 学生交流は と百万石の事情によつて推進されば南光州40 Laos Laos

では次年度でも協力いたします （ 名分の航空料と光州滞在）。 1

金沢地区 例会変更RC
（月） 休会金沢東ＲＣ 6/21
（金） 金沢都ホテル「最終夜間例会」金沢西ＲＣ 6/25 18:00
（火） ホテル日航金沢「最終夜間例会」 （火）休会金沢南ＲＣ 6/22 18:30 6/29
（木） 松魚亭「夜間例会」金沢北ＲＣ 6/24 18:30
（月） 金沢エクセルホテル東急「やれやれ会」香林坊ＲＣ 6/21 18:30
（木） 例会場変更 招龍亭 「慰労例会」百万石ＲＣ 6/24 19:00

チャリティコンサート：
金沢市アートホールGift of Smiles 6/23（水）

、pm6:30 開演 日本の歌曲
イタリア歌曲が中田佳珠さ
んの伴奏で北山吉明会員他
お馴染みの方の出演されま

¥1500す。申し込み 北山吉明会員まで
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年度クラブ例会予定 2009-2010
草野輝久様 （金沢写真院）写真あれこれ）6/10
南光州 周年訪問報告6/17 40
会長慰労会6/24

金宗錫
南光州 会長RC
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点鐘
『 手にてつないで 』
四つのテスト
村田祐一会長挨拶：
明日から南光州ＲＣの４０周年の
お祝いに韓国に行ってきます。話
が変わります。皆様「マザーハウ
ス」の山口絵理子氏を御存じでし
ょうか？

慶応大学を卒業し、国際開発金融機関でインターンを経験し 「多額の援助金が途上国へしっ、
かり届いているか？」疑問を抱き、バングラディシュの大学院へ。その後、現地で自前の工場を立ち上げバッグを
日本人向けに作り始めました。相場より高い給与で現地人を雇い、能力を開発しながら自社で企画し、自社工場で
製品化する。バッグは供給過剰なのにひとびとは「マザーハウス」の２万円ほどのバッグを買い求めるそうです。
もちろん品質、デザインは良いのですが、なぜでしょうか？現地の人がかわいそうだから買うのではありません。
客からしばしば「バッグは沢山見てきたけれど、そのバッグを買うことの深い意味を人に語れるバッグが欲しい」
と言われるそうです。いみじくもルイ、ビトンのＣＥＯイヴ、カルセル氏が「ブランドはなんらかの感情や感性を
生み出すもの 「そのためには、伝統を守ると同時に、常に革新していくことが必要だ」と同じようなことを言っ」
ているそうです。人は「買うことの深い意味」を求めているのです。ラオスの織物を手始めに、将来、単なる経済

、 。 、 、援助ではなく ラオスの人作りのお手伝いをしながらラオスの素敵な商品を売る ラオスの織物を手始めに 将来
単なる経済援助ではなく、ラオスの人作りのお手伝いをしながらラオスの素
敵な商品を売る。そんな持続可能な援助を夢見ています。

金沢西ＲＣ 作田 武様ビジターの紹介
(卓話者) 草野 輝久 様 （金沢ＲＣ会員・金沢写真院）ゲスト紹介

魏賢任会員今月の誕生者の紹介 6/16

３カ年 炭谷亮一会員皆出席顕彰

《 食 事 》

幹事報告・委員会報告
（木）に会長慰労会をしますので多数出席して下さい。多田利明幹事：6/24

明日、南光州クラブ訪問の旅に行きます。韓国では前新潟総領事が迎え金沂秀会員：
て下さいます。

旅行は３泊４日です。

ニコニコＢＯＸ
¥13,000 ¥730,098- ¥3,259,075-本年度累計 残高
※卓話者の草野輝久様より謝礼金をニコボックスに頂きました。

草野様、写真の卓話楽しみにしています。 草野様、今夜は宜しく。村田会長 炭谷会員

草野 輝久 様 （金沢ＲＣ会員・金沢写真院）講話の時間 『 写真あれこれ 』
講師紹介 金沂秀会員： 【プロフィール】金沢写真院４代目（１９０４年創業 。１９４４年金沢生まれ。付）

属小、付属中、泉ヶ丘高校、東京写真短大卒。１９６９年家業に入る。
以来婚礼写真撮影７０００組以上。金沢のロータリアンの何人かは撮影
している。古くはセンチュリープラザ、金沢ニューグランドホテル、金
沢全日空ホテル、ホテル日航金沢など担当する。

金沢百万石ＲＣお飯野健志パスト会長の弟さんとは同級生であり、飯野
健志会長の時には金沢ＲＣで幹事をしていました。
石丸さんとは親戚がおとなりで可成りむかしからの知り合いです。百万
石クラブには７～８年前に当時の金沢放送局長とメイクアップしたこと
があります。ここに今からおみせする写真は①が 年前のもの ②は100
大正 年で祖父が建てた建物で営業していました。そのころから「金沢10
写真院」と云いまして、撮影のみならず写真の事ならなんでもやるとい
う態勢でした。 ③ 年目の卯辰山や淺野川です。 ④は香林坊よ80
り ⑤金沢駅 ⑥⑦金沢城とお堀 ⑧旧制金沢２中 です。 最後に

回563
（木）2010 6.10

5Fホテル日航金沢
19/37 51.35%出席率

63.19%４月の修正出席率

年に制作されたカラー写真用写真機S26
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お見せする大きな写真機は昭和のものです。フィルターを等して撮影、３食のカラー印刷を重ねてカラー化しまし
た。昭和 年から手作業のカラー現像をしました。新しい分野で体をこわす程没頭しました。 才で仕事して、40 26
４０年間で 才になりました。婚礼の写真が多いのですが、かっての成田離婚が話題になった頃は折角摂った写65
真が破談で入金されないこともありました。かっては式は神社で、料亭や自宅の披露宴と写真屋は移動していまし

。 、 。 。た 又スタジオでの撮影もあり 土日はいっぱいでした 繁華街でしたが店の前はタクシーが数台並んでいました
、 、 、 、 、 、しかし その後昭和 年代後半からみやこホテル ニューグランドホテル 婦人会館 労働会館 厚生年金会館40

互助会などに婚礼が移り、ここ２０年簡易はホテル日航、ＡＮＡなだおに行こう、いまでは更に新しいハウスウエ
ディング式場でおこなわれています。
３～４年めからは和装結婚がふえています。しかも
晩婚になりお金を貯めての結婚です。夜の結婚式も
あります。

点鐘

年前の写真100

最初の金沢写真院

百間堀にはまだ水がはられていた
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金）～ （月）南光州クラブ 周年記念例会に出席40 2010.6/11（ 6/14

無事韓国から戻ってきました。
まったく日本での報道とはおお違いの平穏
な日々でした。南光州ＲＣの方々の相変わ
らずの大歓迎を受け、親交を深めてきまし
た。

（会長）村田祐一

第３回 次年度理事役員会 （木）例会後2010.6.10

藤間勘菊会長 西村邦雄会長エレクト （欠）北山吉明副会長 宮永満祐美幹事 竹田敬一郎会計 永原源役員：
八郎ＳＡＡ （欠）上杉輝子（副幹事 ））

水野陽子クラブ管理運営委員長 （欠）吉田昭生（奉仕プロゼクト委員長）金沂秀会員組織委員長 木理事：
場紀子ロータリー財団委員長 （欠）北山吉明（広報委員長・ＰＥＴＳ・地区協議会実行委員会）

石丸幹夫常任理事：
炭谷亮一・岩倉舟伊智（ラオスオブザーバー：

ＩＴ） 木村幸生（国際奉仕）

①ラオス予算・ラオス青少年受け入れについて
②次年度一般会計予算について
③次年度組織最終確認

歓迎を受けた韓国仁川空港にて （金）2010.6/11

南光州ＲＣ４０周年記念例会にて （土 ）2010.6.12 ）


