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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2012 年７月のロータリーレートは １ドル＝ 80 円

金沢百万石

パストガバナーからの最初の手紙 美しきロータリアン～その１ 朴天学先生～ 炭谷亮一 7/5

私は今年 5 月 18 ～ 19 日韓国 3710 地区の地区大会に岩倉さんと供に招待され訪韓しました。もちろん大歓迎を

受け特に岩倉さんは南光州 R.C 千会員と同室で夜はろくろく寝かせてもらえなかった様でした。私はたまたま朴

天学先生とじっくり話す機会があり、昨年秋の 2610 地区大会での RI 会長代理の李承采先生の言動の素晴らしさに

驚かされこと、もちろん私と李承采先生とは旧来の友人同士ではあるが、日本の他地区での韓国の RI 会長代理の

言動と比較して余りの開きと言うか、天と地ほどの差に驚嘆せざるをえませんでしたと伝えました。(他地区での

韓国の RI 会長代理の人達の言動をここで記述するのは控えさせていただきます)通常 RI 会長代理夫妻以外に家族

の同行もあり、その費用もすべてホストが負担するのが慣例となっていますが、李承采先生は我々に内密にすべ

て自費で娘さんを同行されたのにはただただ驚きましたと朴先生にお話ししたところ、実は朴先生がホストに迷

惑をかけない様に指示されたとのこと、又頭初は石丸先生と私は 3710 地区の最長老のパストガバナー李庠根先生

を RI 会長代理としてお願いしたところ朴先生より李承采先生の方が適任との回答があり RI には李承采先生を希

望と申請しました。この件に関して私が質問したところ、朴先生は以下の様に述べられました。｢私と李庠根先生

とのお付き合いは緊密で長いです。そして私と李承采先生との付き合いは浅くそんなに長くありませんが、今回

の地区大会は日本での開催であり国際間の案件なので残念ながら李庠根先生は奥様を亡くされており、やはり RI
会長夫妻という形が正式でしょう、その上李承采先生は 50 才代で若く両地区の将来を考えた場合、若い李承采先

生の RI 会長代理として派遣すべきとの結論に達した｣との理由でした。思い返せば、1999 年 6 月 24 日の故飯野健

志先生と朴天学先生との間で金沢百万石 R.C と南光州 R.C の姉妹クラブの締結がされました。この時朴先生はソ

ウルで医大生だったご子息を交通事故で約 6 ヶ月前に亡くされたにもかかわらず両クラブの友好維持と増進の為、

そして未来の為、悲しみを乗り越えて来日されたことを思い出し、私は涙をこらえ、必死で作り笑いをしました。

そして私は心の中でそっとつぶやきました。｢朴先生

の深甚なるお心遣い本当にありがとうございます｣

炭谷ガバナー事務所終了のお知らせ
お蔭様にて当事務所は 6 月末日をもちまして無事に

任務を終了することになりました。直前ガバナー事務

所として 7 月末日まで同事務所にて残務処理を行なっ

ております。
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2012 ～ 2013
(役員） 会長：北山吉明 ｴﾚｸﾄ：野城 勲 副会長：宮永満祐美 幹事：川きみよ 副幹事：上杉輝子

直前会長 会計：西村邦雄

（理事）クラブ管理運営委員長：村田祐一 副：相良光貞（親睦：金沂秀 プログラム：若狭豊

SAA： 上杉輝子 ニコニコ：井口千夏 友好・ｸﾗﾌﾞ細則：魏賢任）

奉仕プロジェクト委員長：竹田敬一郎 副：後出博敏（職業：土田初子 社会新世代：武藤清秀

国際：宮永満祐美 ﾗｵｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ：岩倉舟伊智）

会員組織委員長：二木秀樹 副：江守巧 会員増強修練：金沂秀

ロータリー財団委員長：藤間勘菊 副：東海林也令子（ロータリー財団・米山：藤間勘菊 年次寄付：北山吉明）

広報委員会委員長：吉田昭生 副：江守道子（広報：谷伊津子 ロータリー情報：木場紀子

会報：石丸幹夫) 常任理事： 石丸幹夫 ★太字：理事役員

長期姉妹クラブ担当 南光州：金 石丸 岩倉 江守巧 村田 東京世田谷中央：炭谷 岩倉 石丸 木村幸生 藤間

京都北東：炭谷 杵屋 水野 高崎： 石丸 村田 藤間 宮永

例会場 ホテル日航金沢 5F 〒 920-0853 金沢市本町 2-15-1 T076-234-11111 例会日時 木曜日 19：00
事務室 ライブ１ビル 2F 〒 920-0852 金沢市此花町 3-2 T262-2211 F262-2241 (事務局) 阿原美和

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/
事務局執務時間 月火水金 9：00 ～ 15：00 木 9：00 ～ 12：00 ､ 17:30 ～ 20:00 休憩時間 12：00 ～ 13：00

休日（土日祝日) 幹事 川きみよ 090 副幹事 上杉輝子 090

クラブ例会予定 2012-2013 年度

7/５ 北山会長所信表明

7/12 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾃﾚﾋﾞ報道制作局 柴田恭子様

7/19 米山奨学委員長 若野恒彦様

7/26 金沢刑務所所長 毛利龍夫様

8/２ 金沢市立病院院長 高田 重男様

8/９ よしだ小児科ｸﾘﾆｯｸ 吉田 均様
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点 鐘
会長 挨拶 今日は、会

長・幹事慰労会と、武藤会員

の歓迎会です。最終例会とし

ての、挨拶もしておきたいと

考えています。ともかく武藤

会員には、地区大会の準備で

つい、歓迎会をするのを忘れ

てしまい、申し訳ありません

でした。これで、会長職を無

事に一年間、終えることが出来たのかなあと思ってい

ます。地区大会が最大のイベントでしたが、会員全員

参加で、何とかやりぬくことが出来ました。本当に感

謝しています。ありがとうございました。

《 食 事 》

新入会員の武藤清秀会員：すぐ

地区大会も経験し、七月から社

会新世代委員長になる

乾杯！

吉田昭生地区大

会実行委員長

花束贈呈

今年度は本当に後苦労様でした。

点 鐘

新入会員・会長・幹事・次期会長・次期幹事

北山次期会長と川きみよ次期幹事〆の拍手

657 回

湯涌温泉 湯の出

2012 6.23（土）19:00
出席率 20/36 55.56%

５月修正出席率 76.23%
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韓国青少年受入 計画

朱美宣(Joo mi sun) 20歲 女 大學2年 朱炅完（チュヒョンワン）會員 子女
柳賢芝(Ryu hyun ji) 16歲 女 高1年 金熙鳳（キムヒボン）會長 姪
金서연(Gim seo yeon) 11歲 女 小學6年(妹) 金永日（キムヨンイル）會員 子女（去年日本側
金주연(Gim ju yeon) 13歲 女 中1年 (姉) 金永日會員子女 小学生Ｈｏｓｔ）

行程 赤字は留学生を自分の車に乗 夕食 午前 午後 米国 韓国

せる会員 ALEX 金 朱

姉妹 柳

25 小松着10:55 お迎え 金・宮永(午前)・上杉(午後) 子 供 6 金 宮永 川 金 川 川 辰巳 加

水 ・川 (拓真さんALEXさん) その後昼食後 人 上杉 畑

野田山墓地へ(韓国の偉人の墓参り)宿泊の家に荷物お 藤間 上杉

く 18:00から夕食 宋

26 金・宮永 忍者寺・兼六園・お昼 兼六城下町 例会 金 宮永 金 川 川 辰巳 加

木 午後 金・川兼六園下 観光物産館 体験だるま作り 畑

30分程度

東山界隈(川会員アレンジ)その後 日航へ

27 卯辰山工房見学後、ガラス工房、 ホテル 金 藤間 金 藤間 川 上杉 加

金 (8号線のどこかでランチ 浅野太鼓(体験)?)16:30如 イン? 畑

来時 鐘つき体験 その後夕食場所へ 金・藤間 子 供 6

宿泊移動 人

金・藤

間・上

杉

28 川会員アレンジ 能登お祭り観光 水族館 終日 韓国・ 金 川 金 川 川 上杉 加

土 金・川 加畑さ 畑

ん

米国川

さん

29 午前 買い物 百番街・100円均一など 送別会 金 上杉 川 金 上 杉 川 上杉 ?

日 近くでランチ 午後 自由行動? 金・川 さくら 宮永

花火

会費制

30 12:00小松発 上杉 川 川

月
留学生・付き添い会員の食事、入場料 クラブで予算のある限り負担する予定 6/29は会費制

昼食 1500円程度 夕食 3000円程度 会員がアルコールを飲む場合、自己負担

参加しない会員は2,000～３ 000 円のご協力をお願いします

加畑騎理子 様 09023781927 kiriko0509kbt@docomo.ne.jp

7/11から短期アメリカ 交換学生 1名(川さん受入)が 来沢します。 また 7/25から韓国の青少年 4名 小松

につきます それに合わせて 別紙の通り計画を立てております 皆様 どうぞ ご協力をお願いいたします

アメリカ 18歳 女 ABBEY Alex

短期アメリカ交換学生

受入家庭の川さん 北山会長 藤間カウンセラー 宮永(国際奉仕委員長) でなんとかできる予定です。ただし、
韓国の青少年が到着したら合流します

.
韓国の青少年受入

①小松空港へのお迎え 7/25 10:55 着です。 １人でも多いと、子供たちは嬉しいと思いますので これる方は

お願いします。

②送別会は 7/29 さくら花火です
会費制となりますが 参加できる方はぜひお願いします。 詳しい出欠は来月になりましたら 連絡します。

③歓迎の紙を書いてくださる方いらっしゃればありがたいのですが 、有志募集します。「歓迎・・・・さん」だ

けでいいと思います。

④お忙しくて、宿泊、付き添いなども無理な方には 活動してくれる会員へのサポートととして

2000円から 3000円の援助をお願いします(最低 2000円)予算は組んでありますが毎回活動して時間をかけている
会員が経済的援助もしている現状ですので、よろしくご協力をお願いします。 国際奉仕委員長 宮永満祐美
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ピアノコンペティションの後援 東海林也令子会員よりお礼

この度はピティナ金沢

西支部主催 ピアノコ

ンペティション 7/1の
後援いただきまして

誠にありがとうござい

ました。122組の参加
者により無事終了いた

しました。また、表彰

式の際北山会長には表

彰式に出席いただきま

してありがとうござい

ました。

A2級 氏家 万結子

A1級 氏家 直太郎

が受賞されました。

たまたまご兄弟で受賞されました

2012 ～ 13 年度 3710 地区総裁に呉賛教（南光州ＲＣ）氏

姉妹クラブのパスト会長でおなじみに呉賛教氏がガバナーになられ

ました。来年５月に 3710地区の地区大会があります。金沢百万石 RC
から多数の参加お願いします。

－－－－アジサイ満開－－－－


