
- 1 -

～ 年度の役員韓国南光州だより 2002 2003
（オーチャンキョウ） （イムチョンファ）会長 呉贊教 次期会長 林鍾華
（カンジョンホ） （オーギュンプン）総務 姜晶皓 副会長 呉均豊
（キムソンチュン） （イスンチェ ）財務 金成春 司祭 李承采 ）

パクジン） 宋泰翰（ソンデハン）クラブ奉仕委員長 朴進（ 職業奉仕委員長
姜世雄（カンセウン） 李庠根（イサングン）社会奉仕委員長 国際奉仕委員長

今日私どもの南光州（クァンヂュ）ロータリークラブ ～ 年度、新会長役員・就任式祝2002 2003
賀のために参加して下さった総裁様 、総裁様をはじめとするロータリークラブ会長様 金沢百万石,

姉妹クラブ会友様ローターアクト会友様イントレクト会友様本クラブ会員様と令夫人様そして内外貴賓皆様非常に
ありがとうございます。 私は 年度にキム・ソンシン前会長様の推薦により南光州（クァンヂュ）ロータ1992 ,
リークラブに入会して 年になった今、国際ロータリー加入承認 周年記念式と本クラブ 代会長という重責10 32 34
を引き受けるようになりました。心中、若干の重圧感を感じますのは、伝統名門クラブの確固たるクラブ様式が支

, 6 2002えとなっていることのためにその力に頼りながら最善を尽くし熱意をもって頑張ります。特に今年 月には
ワールドカップの熱気が大韓民国だけでなく日本列島や全世界のすみずみまで広がり、全人類が一つになるよう加
速してきましたが、主催国である韓国日本 ケ国相互間の国際協力友情もお増幅するように、景気の質的な成長も, 2
注目に値するように自信をづけられます。応援団の方の声”大韓～民国拍手 のように私たちのロータリーも奉仕"
の情熱をを、ロータリー ～ 年もＲＩ会長ピチャイラタクル様のテーマ 愛の種をばらまこう を叫びなが2002 2003 " "
ら進みたいとおもいます。

～ 年度の我がクラブは地区の重点事業 拡大および会員増強 ロータリー財団寄与および活用 韓国2002 2003 ① ② ③
ロータリー奨学銀貨財団寄与および活用 青少年指導者育成 環境保全キャンペーン ロータリーイメージ向上と④ ⑤ ⑥
広報 国際間クラブ姉妹および交換事業活性化 北朝鮮同胞助けること 社会奉仕活性化〓クラブ例会活性化⑦ ⑧ ⑨

上記のような力点事業を一貫するように行動で移し必ず実現されるように最善を尽くします。,
会員と令夫人様の多くの協調と参加をお願いします。最後にこの席を輝かせて下さったあなたがたにもう一度感謝
の言葉をさし上げて皆様と皆様の家族また職場では常に健康で幸せな毎日および発展があるように祈ります。
ありがとうございます。 第 代会長呉贊教 南光州ＲＣ会報「瑞石基」第 号 より34 1446 2002.6.22

１．日時 平成１５年４月２４日（木）19～21 ２．場所ホテル日航金沢３Ｆ５周年記念例会について
孔雀の間 ３．参加者 津田達雄ガバナー（招待）８ＲＣ会長・幹事（招待）姉妹クラブ 韓国南光州ＲＣ 会長
・幹事（招待） 東京世田谷中央ＲＣ 〃（招待）京都北東ＲＣ 〃（招待） 記念事業贈呈者（団体代表）チャ
イルドライン メイクアウイッシュ 百万石ロータリークラブ会員（会費5000円位）および事務局 ☆同上 婦
人（会費制 〃 金沢北 会員（会費制 〃 ）韓国南光州ＲＣ会員（会費制 〃 ）以上100名程度の見込みRC

１）点鐘２）国歌３）ロータリーソング４）会長挨拶５）目録の贈呈６）招待者祝辞 ７）ニコ例会式次第
ニコボックス披露８）素囃子演奏９）乾杯１０）閉会挨拶１１）点鐘

・目録・記念 ・記念品 招待者用・お土産・招待・案内状の発送５周年記念事業 CD-R
～ めいてつエムザ８Ｆ会員消息第 回金沢市民工芸展で水野陽子会員が最優秀賞を59 2/27 3/4

水野陽子会員の友禅訪問着「風立ちぬ 、前田宏智会員（金工）木場紀子会員（紬織り帯）の他、坂下直人氏、中」
村基克氏 下村利明氏の作品や一般公募の部では斎木妙子会員（金工）等素晴らしい作品がありました。
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木村幸生会員点鐘
ＳＯＮＧ
それでこそロータリー
四つのしるべ
．慈愛の種を播こう。1
感謝の声をかけあおう。1.
親睦と友情を深め、自己の向1.

上に努めよう。
地域社会に奉仕し、クラブの存在1.

。価値を高めよう
会員の水野陽子さんがこの度の金沢市工芸展で最優秀賞をとられました。本会長挨拶

日の講話はロスでご活躍のネールアーチストの中尾靖恵様です。岡様もきておられます。ご
講演お忙しい所よろしくお願いいたします。

なしメーキャップ

¥641,00 ¥3,646,354ニコニコＢＯＸ ¥16,000 本年度合計 残高

春一番の朗報 金沢市工芸展で水野陽子さん、最優秀賞。 （齋吉田会長

木）藤間勘菊さん、金工で入選おめでとうございます。 水野会員の金石丸会員

沢市工芸展、最高優秀賞をお祝い申し上げます。 友禅訪問着「風立ちぬ」です。

江守巧・道子会員 大平会員本日は中尾さんの卓話楽しみにしています。

今日は中尾様、ようこそ。 お話楽しみにしております。 ノーンヒョ金会員

北山会員ン大統領の就任式、無事行って参りました。 久しぶりの感動でした。

①卓話楽しみです。 ②水野さん受賞楽しみです。 ③コンサート宜しくお願い

します。 金沢市工芸展で最優秀賞を受賞された水野会員おめでとう。下村会員

寒いですね。風邪などひかぬようにがんばりましょう。山下会員

ネールアーティスト中尾靖恵様講話の時間 「外からみた日本」
ロータリークラブの事はわかりませんが、偉い人の集まり、と

か聞いています。米国の生活が長くなりますと日本人が他人の目
を気にしたり、雑誌新聞に登場する人に必ず年齢性別が記載され
れていることに、奇異を感じます。日本の大学生は世界一遊んで
います。又若者は、ホテルのチェックインではやはり身なりをき
ちんとして欲しい。旅行では他人に不快感を与えない事が大切で
す。日本人はほほえみが足りない様です。特に医者は殆ど笑わな
いのでは？また大病院の大名行列の様な診察風景も異様です。米
国人はとても非効率な医療ではないかと言っています。日本では男性は車内で女性が
立っていても知らん顔ですが米国では席を譲ります。しらん顔していますと変な男と
言われ恥をかきます。小病院のスリ
ッパの重ね置き、国会のヤジ、つま
らないものですがと言って送り物を

する、等は日本の変な習慣です。しかし、良い点もあります。思
いやり 気まいの良さ、家族
を大切にする、武術、忍耐強
い、日本食、等です。 地下
資源の少ない日本、単一民族
国家のため国際化が遅れてい
等もありますが、日本人の思
いやりの心は米国人にも支持
される様です。私と三人の弟

。子が５年前からボランティアとして老人ホームのネイルケアを行っています
点鐘本当に喜んで下さいます。

「会員の皆さんのお知り合いで例会にふさわしい講師を紹介してくださお願い 例会の講話の講師の紹介を
い。あるいはご希望の卓話内容や希望講師があれば、申し出てください」 企画委員長 大平政樹-------------

市内ＲＣの例会変更
3/12水「休会」金沢ＲＣ
3/31月「休会」香林坊ＲＣ

ホテル日航
229通算

23/41 56.10%出席

70.73%1 月修正出席率

（木）2003.2.27

今後のクラブ例会のプログラム
」３月１３日 19:00～ 藤江町「ティルパティオ

オーボエの演奏会予定

お母様と一緒に例会へ

韓国大統領の就任式

金会員に出席 感激


