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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）

開演 日本の歌pm6:30
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
れました。
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金沢百万石
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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（招龍亭 ）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

北朝鮮村田祐一会長挨拶：
の魚雷攻撃疑惑の時期に重なる
訪韓でしたが、現地では全く話
題にも上らず、ワールドカップ
初戦の勝利に沸いていました。
南光州ＲＣ４０周年記念例会に

出席し、大歓待を受け楽しんできました。にわか仕込みの韓国語でのお祝いの挨拶も通じ
たようです。南光州ＲＣとの何時までも変わらぬ友好関係をより強固なものにしてきたと
思っています。奉仕の友は永遠に！です。今回都合で参加できなかった方々、次
会にはぜひ時間を作って参加して頂きたく思います。韓国はとっても熱い心の人
たちです。一度会ったら友達、２度会ったら親戚付き合い。３度会ったら結婚す
るかもよ！の世界です。

、 、さて 鳩山政権が交代し
参議院選挙が騒がしくな
ってきました。政治とお
金の問題は難しいと思い
ます。自民党の元官房長
官の野中広務氏が官房機
密費について語っていま
す。月に５千－７千万円

、 、を野党対策 評論家対策
記者クラブに属するマス
コミ対策費に使っていた
との事です。お金よこせ
の催促は方々からありま
したが、評論家でお金を
受け取らなかったのは田
原総一郎さんただ一人だ
ったそうです。テレビ討

論会などを見ていると、この方は？？だね。が見受けられ、やっぱり！と納得で
きました。鳩山政権では官房機密費の金額を公表しているがその使途は明らかに
していません。野中氏は機密費自体を無くしたほうが良いと提案しています。時
々、政権交代をして膿を出し合うことが大切かなと思っています。政府発表を鵜
呑みにするだらしない日本のマスコミを含めて、今後どうなるか見守っていこう
と思います。

なしビジターの紹介
《 食 事 》

幹事報告・委員会報告
ローターアクトのポスターです。多田利明幹事：

来週の例会は魏賢任会員のお店の招龍亭です。
お礼のご報告です。全日本ピアノ指導者協東海林也令子会員：

会のコンクールが金沢西地区でもおこなわれました。運営委員
長として理事会の承認を頂き金沢百万石ロータリークラブから
３部門に第 回にトロフィーをだしていただきました。有難34
うございました。

ニコニコＢＯＸ
¥7,500 ¥737598- ¥3,266,575-本年度累計 残高

皆様一年間御苦労様でした。次年度も楽しみましょう 正式の最初の海外多田幹事 申 会員

旅行、良かったです。 ６月１２日に次女がバリ島で結婚式を挙げました。父親として嬉炭谷会員

しくて悲しくて思いっきり泣きました。 名古屋に仕事で行きました。名古屋は少し景気宮永会員

が良い雰囲気でした。

回564
（木）2010 6.17

5Fホテル日航金沢
21/37 56.76%出席率

63.19%４月の修正出席率

友情の牌
RI2610 RC地区 金澤百萬石

前会長 石丸幹夫

貴下におかれまして崇高なるロー

タリー精神で韓日間姉妹クラブの

友好親善増進へ寄与した功が至大

でありクラブ創立四十周年にあた

り牌をさしあげます。

2010.6.12
RI3710 RC地区 南光州

会長 金 宗 錫

この牌は金沂秀前会長も
いただきました。

韓国南光州 からの友情の牌を石丸幹会員にRC



- 3 -

村田祐一会長講話の時間 『 南光州ＲＣ創立 周年記念例会 』報告40
金）～ （月）2010.6/11（ 6/14

仁川空港には光州から千命倍前会長、金明洙前会長がお迎えに

デラックスな高速バスで光州へ

光州市にて前夜の歓迎会

金宗錫会長 朴天学前会長 千命倍前会長 呉贊教ガバナーエレクト

宋俊榮前会長

崔國信会員 朴天學前会長

李承采パストガバナー 千命培前会長
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曹渓山大乗禅宗松廣寺（ソンガンサ）参詣 光州からバスで１時間３０分の名刹6/12

南光州 創立４０周年記念パーティーRC
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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

松汀里（ソンチョンリ）駅から新幹線で
ソウルへ

記念例会の後の２次会にて
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金沂秀さんにすべてお任せしました。一昨年もうたいましたが、お客として韓国と日本の歌をぶ谷伊津子会員：
っつけ本番で歌いました。楽しい良いところでした。すごい歓迎でした。

これまで東アジアのトイレの汚い所へ行きたくていきましたが韓国は大変綺麗でした。トイレッ吉田昭生会員：
トの紙のミシン目までの間隔の長さが貧しさを表しています。新羅ホテルのデパート のブランド品の所には若い
人が行列を作っていて驚きでした。経済は活気があり若人の街の印象でした。 韓国人はもてなし上手で、友情が
厚く、行って良かったと思いました。

、 。金沂秀会員： 南光州クラブ 周年に参加して 日本の金沢百万石クラブも提携ししたことを誇りに思いました40
本当に喜んで下さいまいた。

この度海外旅行をはじめてしました。南光州クラブの李庠根氏、朴天学氏、千命倍氏等気楽につき申東奎会員：
あえて良かったと思います。 光州のラマダンホテル、ソウルの新羅ホテルの部屋のスイッチやお湯の栓にはとま
どいました。光州の人達は３日間仕事をストップして我々の面倒を見ていました。

来週の例会は招龍亭ですが、午後 に金沢駅西口まで店のバスがお迎えにお迎えに行きます。魏賢任会員： 6:45

点鐘
規定審議会 「決議報告書」

月 日～ 日、３年に１回開かれる「規定審議会」が、ロータリー発祥の地ア4 25 30
メリカ・イリノイ州シカゴにて開催され、近藤 俊行パストガバナーが出席されまし
た。閉会後２ヶ月以内に送付されることになっている「決議報告書」が、ＲＩ本部よ
り各クラブ宛にそろそろ届くことかと思います。各クラブは、審議会の決定のいずれ
かに反対する場合にのみ、報告書の巻末の書式に記入し、２０１０年８月３０日まで
にエバンストン世界本部必着でご返信下さい。

内容の一部を拾い読みですが、①Ｅクラブの規定 電子的通信手段の会合のクラブ
で、１地区二つまでとする。②出席規定は目新しいものはなく 才以上でロータリー歴合わせて 才以上の会65 85
員は出席免除会員になれる。ただし、出席すればクラブの出席人数に加算される。③地区協議会は４月か５月を３
月か４月か５月に 毎年行う。④アーリーアクトクラブ は小学生のクラブを承認 ⑤インナEarly Act Club
ーホイールクラブ（ロータリアンの親戚の女性）のクラブをロータリーの仲間として検討 ⑥ガバナーノミニー指
名の件が可成り詳細に記載された。 ⑦地区の創設や廃止の条件は 名から 名に ⑧地区の決定のクラ1000 1200
ブの票数 １～３７名は１票 ～６２名は２票 ６３～８７名は３票 ８８～１１２名は４票という様にに３８
続きます。 その他 国際的には地雷の被害救済の件が可成り沢山あった。 石丸幹夫⑨

国際ロータリー第 地区 ガバナー・エレクト事務所 事務局 河上 一文2610
〒 富山県氷見市南大町 氷見商工会館 階935-0013 10-1 3
TEL 0766-30-2360 FAX 0766-30-2361 E-mail : sakiyama10-11@rotary2610.jp

パレスチナのクラブが加盟認証を受ける
月 日、ジョン・ケニー国際ロータリー（ＲＩ）会長、フィル・シルバー スＲＩ理事をはじめ 人以上の5 20 150

ロータリアンが集まる中、パレスチナのラマラロータリークラブ（ＲＣ）の加盟認証式が行われました。ラマラの
クラブは 年に終結され、 年ぶりの加盟。1980 30

ソウル中部市場で買い物

ソウルの清渓川で新潟総領事とともに食事を


