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～ 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

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）ニコニ例会式次第
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

創立５周年記念例会のご案内
金沢百万石ロータリークラブ会長 吉田昭生 創立５周年記念例会実行委員会委員長 石丸幹夫会員各位

来る４月２３日をもちまして当クラブも創立５周年を迎えることとなりました。 平成９年、金沢北ロータリ
ークラブをスポンサークラブとして発足し、会員の皆様のご協力をいただき、活動して参りました。

つきましては、ここに、姉妹クラブ、津田ガバナーをはじめ、８ＲＣ会長・幹事、北ＲＣの会員様をお招きし、
ささやかではございますが下記の通り、創立５周年記念例会を開催致します。
ご多忙の折、誠に恐縮ですが会員の皆様にはできるだけ全員の方に出席していた

だき、ご招待者の方々をお迎えし共に５周年を祝いたいと思います。尚、ご家族の
方で当日お手伝い等して頂ける方がいらっしゃいましたら、是非ご出席ください。
日 時 平成１５年４月２４日（木） 受付開始 １８時２０分 記念例会
・祝賀会１９時～２１時
場所 ホテル日航金沢３階孔雀の間 金沢市本町２－１５－１ 電話（０７６）２
３４－１１１１

会 費 会員 ７，０００円 家族 ８，０００円

（日）午後３時より 金沢市アートホー会員消息 にほんの歌・２ 4/6
ル（ポルテ６Ｆ）後援 金沢百万石ロータリークラブ・北国新聞・北陸放送・開進
堂楽器 円1,500
曲目 この道 ゆりかご 鐘がなります 少年時代 他 ピアテノール北山吉明
ノ中田佳珠 横笛 北山昌平

碧い大気
青い海 蒼い大地

Kanazawa Hyakumangoku
金沢百万石
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吉田昭生 木場紀子 前田宏智 水野陽子会長： 会長ｲﾚｸﾄ： 直前会長： 副会長： 幹事： 副幹事：坂口國男
池田裕之 山下公一宮永満祐美 理事：会計： 監査：後出博敏 ：SAA 高嶋由治 クラブ奉仕委員長：

斎木妙子 土田初子 江守巧 魏賢任職業奉仕委員長： 社会奉仕委員長： 国際奉仕委員長： 新世代委員長：
石丸幹夫 飯野健志 下村義明会報広報： 情報．増強拡大委員長 修練選考RC
三浦雅博 木村陽子 岩倉舟伊智 相川晶代企画委員長 親睦委員長 友好委員長 事務局

事務局執務時間 月火水金 ： ～ ： 木 ： ～ ： 休憩時間 ： ～ ： 休日 土日祝日10 00 16 00 15 00 20 30 12 00 13 00
5F 920-0853 2-15-1 T076-234-1111 19 00例会場 ホテル日航金沢 〒 金沢市本町 例会日時 木曜日 ：

1 412 920-0852 3-5 T262-2211 F262-2241事務室 ライブ かなざわ 号(前田） 〒 金沢市此花町
E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp URL http://www.hokuriku.ne.jp/million/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
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金沂秀会員点鐘
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1.

の向上に努めよう。

。1.地域社会に奉仕し、クラブの存在価値を高めよう

久しぶりのメイキャップの方、 岩本様良くいらっしゃいました。本日のチ会長挨拶
ェロとヴァイオリンの演奏は東海林也令子さんのご紹介です。よろしくお願いいたします。
ロータリー財団奨学生候補の金沢美大の原田様も良くいらっさいました。

金沢南ＲＣ 岩本道成様メーキャップ
江守巧 竹田敬一郎 山崎正美 野城勲３月誕生祝い 3/6 3/20 3/2 3/31

¥658,00 ¥3,663,354ニコニコＢＯＸ ¥17,000 本年度合計 残高
弥生の三月、初めての例会です。誕生日をお迎えの方々のお祝いに土肥さんと高田さんの演奏を吉田会長

聴きながらちょっと！一口お酒がほしいですね。 金沢市の工芸展では前田さんをはじめ、皆様齋木会員

にお世話になりました。 先日は、金沢市工芸展東海林会員

で水野さん、前田さん、木場さん、齋木さんそれぞれの素晴

らしい作品にふれ、心が豊かになりました。これからも、ご

活躍を楽しみにしています。 国際親坂口会長エレクト

善奨学生を受験する原田明男君を紹介します。美大大学院一

年生です。 金沢市工芸展受賞に際しては、ニコボックスでたくさん水野会員

のお祝いのメッセージを頂きまして有り難うございました。 賞金の中からわず

かですが、ニコボックスさせて頂きます。

第一回〆切★書き損じハガキキャンペーン
切手（２０３０円分）と交換し、前田幹事が

購入してしてくださり、現金２０３０円を ＷＣＳ委員会へ送金し寄付しました。最終の〆
切は、５／１０です。 ご協力お願い致します。
素囃子演奏者 各位
下記の通りご連絡しますので、よろしくお願い致します。

５周年記念例会の素囃子の練習日が決まりましたので、お知らせします。例会終了後 （一時間ほ
ど） 同会場にて

※ 当日の演奏の段取りもありますので、本３／２７（木） ４／３（木） ４／１７（木）
番には 演奏できるように宜しくお願いします。全員で

「ヴァイオリンとチェロのミニコンサート」講話の時間
ヴァイオリン高田愛子様 チェロ土肥敬様

曲目 カールシュター ミッツ作 デュオ
ベラ バルトーク作ハンガリー民謡

バッハ作 インベンション１番

桐朋学園大学および研究略歴 土肥敬氏
科修了。東ベルリン国立音楽大学、ストッ
クホルム王立アカデミーに敬５年間留学、
スウェーデン・ユーメオ国際音楽アカデミ

。 。ーで受賞 日独ピアノ芸術学院室内楽講師
愛知県立芸術大学音楽部を経高田愛子氏

て、桐朋学園大学大学院修士、富山県青少
年音楽コンクール大賞、毎日新聞者主催全日本学生音楽コンクー

。ル入選
点鐘東海林也令子会員 なお翌日の 金にはアートホールで演奏会がおこなわれます。3/7

「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------------

ホテル日航
230通算

24/41 58.54%出席

70.73%1 月修正出席率

（木）2003.3.6

財団奨学生候補の
金沢美大の
原田昭夫様

大学院修士課程彫
刻選考 希望地
フランス

紹介の東海林也令会員
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3/3 20:00～21:00 例会場理事会速報
議件

４月の理事会の２～３日前① 次年度副委員長について
までに委員長は委員を指名して下さい。

江守道子欠席で審議なし。②米山奨学金について
て 8000円の料理で ３Ｆ孔雀の間 ス③５周年記念例会につい

テージ 看板 等 クラブから補助も必要であろう。食事が始ま
ったら、クラブの歴史活動などをスライドショーで行う。会報の
ＣＤは２万円の予算をくむ。
受付責任者宮永会員に ２次会は炭谷亮一会員 宿泊の手
配は前田宏智幹事 韓国南光州ＲＣは金沂秀会員 会長は昼
北ＲＣへ行き の件の招待を4/24

。④その他 * 新会員推薦について 次の例会で入会してもらう
100歳バンザイを百万* ＲＩ100周年 社会奉仕事業について

石ＲＣが100周年記念事業で行う。８ＲＣに輪を広げる。
があり、寄付を 他のクラブの様子を見る* 金沢市で全国ボランティア フェスティバル

事務局にＣＤがあるので例会でかけてみる。* ロータリーソングについて
現在 事務局には電話は１回線しかない。そこで３回線に使える を使用しているが、*ＡＤＳＬについて ISDN

インターネットにはスピードの早い を使用たいが、パソコン、電話、ＦＡＸの全部はまかなえない。もう１ADSL
回線欲しいが。 ライブ１ならもう光ファイバーが使えるはずとの事で、もうしばらく現状維持にした。

国内姉妹クラブ理事・役員

京都北東ＲＣ ～ 理事・役員2002 2003
会 長（理事） 太田賭三
直前会長 味舌正二郎
会長工レ外（理事）西崎義雄
会 計 粟津兼
副会長（理事） 西川史郎
． ・ 小石一平S A A

幹 事（理事） 岩城景三
副幹事 上大迫博
クラブ奉仕（理事）足達慶信
職業奉仕（理事） 澤村弘治
副会計 清水英司
社会奉仕（理事） 田材善弘
副 岡本泰一SAA
青少年（理事） 岩井陽
副 杉本豊平SAA
国際奉仕（理事） 佐渡春樹

地区財団増進委員会委員長 公文俊一RI2650

市内クラブ例会変更
（月 「休会」 （月） ～ 周年記念例会「国際金沢東 RC4/28 5/25 17:00 45）

ホテル」金沢西 （金） ～観桜会 （金 「休会」RC4/11 18:00 5/2 ）

（火） ～「つば甚」金沢南 RC4/8 18:00
（木） ～松魚亭 （木）休会金沢北 RC4/10 18:30 5/1
（月 「休 会」 （月 「休 会」 （火 「休 会」香林坊 みなとRC3/31 4/28 RC5/6） ） ）

（木） ～５周年記念例会ホテル日航 （木）休会 （木） 大平胃腸外科クリニック百万石 RC4/24 19:00 5/1 5/15 19:00

２００３～２００４年
金沢百万石ロータリークラブ 役員名簿 案

（３月現在）
会長 坂口 國男
会長エレクト 炭谷 亮一
副会長 二木 秀樹
副幹事 魏 賢任 野城 勲
会計 池田 裕之
監査 後出 博敏

委員長 副委員長
クラブ奉仕委員会 西村 邦雄 木村 幸生
例会委員会 竹田敬一郎 高嶋 由治
ＳＡＡ（会場監督）谷 伊津子 江守 道子
増強拡大 石丸 幹夫 山下 公一
修練選考 木場 紀子 吉田 昭生
企画 大平 政樹 宮永満祐美 江守 巧
会報 石丸 幹夫 大友 泰宏
広報 石丸 幹夫 吉田 昭生
ＲＣ情報 下村 義明 三浦 雅博
親睦 金 沂秀 齊木 妙子
友好 岩倉舟伊智 東山卓嗣
職業奉仕委員会 北山 吉明 水野 陽子
社会奉仕委員会 土田 初子 吉田 昭生 宮永 満祐美
国際奉仕委員長 二木 秀樹 木村 陽子
ロータリー財団 大沼 俊昭 宮本 玲子
米山財団 市島 明子 東海林也令子
新世代委員長 村田 祐一 諸江 明祐
（未定者） 小杉 外男 村谷 實 山崎 正美

東京世田谷中央 理事・役員RC2002-3
会長 今井邦靖
会長エレクト 頼計輔
副会長 萩原敏克
幹事 森島正彦
会計 鴨田朝雄
ＳＡＡ 松本武志
クラブ奉仕（理事）大津義秀
職業奉仕（理事） 久野登久子
社会奉仕（理事） 増田彰久
国際奉仕（理事） 内池望博
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姉妹クラブ 号 より韓国南光州 会報RC 2002.7.8 1467 3P
わがクラブの消息

RC !南光州（クァンヂュ） 会長および会員の皆様
創立 周年記念式と 会長役員が就任式を盛大に終えること32 2002 -2003 ,
を祝賀申し上げます。今回の貴クラブを訪問した私達をを大歓迎して下
さって 表現できないほど感動いたしました。心より感激しています。,
特に歴史的なワールドカップ 強戦を現場で見ることが出来る様にして8
下さった鄭容周前会長様と呉贊教会長様並びに南光州（クァンヂュ）ロ
ータリークラブ会員らに心より感謝を申しあげます。
今後、より一層南光州（クァンヂュ）ロータリークラブと百万石ロータ
リクラブの関係が愛情と友情があふれる親しい姉妹関係になることと信

。じてまた努力することを約束しながら私の感謝の挨拶を申し上げます,
日本金沢百万石ＲＣ 金沂秀

（岩倉舟伊智総務から朴天学前会長への 要約)e-mail
今回の貴クラブ訪問時、鄭容周会長 オチャンキョ次期会長をはじめ,

として多くの会員様らが熱烈に歓迎してださり、心より感謝申し上げま
す。特に 強戦を現場にて観戦することが出来る様ご配慮戴World Cup 8
き、一生を通し忘れない感動と興奮を得ることができました。もう一度
深い感謝申し上げます。
翌日の週会で貴クラブでして下さった大歓迎に対して、詳細に報告しよ
うとおもいます。 中略 来年の私どものクラブ５周年記念式の----- ----
時は必らずお逢い出来るようにと心楽しみで、お待ちしております。

青少年交歓事業案内
下記のように姉妹クラブである金沢百万石クラブとの青少年交歓事業を推進しますので申請して下さることをお:
願いします。 対象中高校生(会員子女) ２．滞留予定日 前後(約 週間 会員家庭にに民泊1. : , :2002.8.15 1
3. :2002.7.I15 :.申請締め切り まで

前週会消息
国際ロータリー 地区南光州（ナムクァンヂュ）ロータリークラブ ～ 年度新旧会長および役員の就3710 2002 -2003

2002 6 22 7 8任式が 年 月 日土曜日午後 時新陽パークホテル のグランド ホールで 挙行された。 ワールドカップ
強戦ですので、 時 分からヤンヒョンニョル総裁並びに多くの来賓が参席され、チェ・ヨンスン総務の司会で進7 30
行された。 この日、就任式を記念するためにヤンヒョンニム総裁、鄭容周会長、オチャンキョウ会長、イサン
グン前総裁、日本百万石ＲＣ岩倉舟伊智総務に来られ輝やしさを付け加えた。 チョン・ヨンジュ会長の開会打
鍾ともに 人余りの出席来賓の拍手で本格的な式が始められた。 続いて鄭容周会長は今日、離任をむかえ 年100 1
の間共に、多くの助けと苦労をされたキンソンシル クラブ奉仕委員長を始めとして 各分科委員長らに功労を伝達,
した。そしてナンゴク チェピョンウン前会長様をはじめとして 受賞があった。,
次いで行事のハイライトである会長総務のバッチ交換があって、チョン・ヨンジュ会長 チェ・ヨンスン総務には. ,
感謝の激励と拍手が 就任するオチャンキョウ会長とカン・ジョンホ総務には祝賀と今後の良い活動をお願いする
拍手喝采があった。
今日離任されたチョン・ヨンジュ会長とチェ・ヨンスン 総務は 年の間、クラブを率いて下さったことに感謝し1
て、その功労をオチャンキョウ新任会長から伝えられた。

オチャンキョウ新任会長は就任辞で３４代会長という重責を受け若干の重圧感を感じたと所感と名門クラブを意,
義あらしめ、最善を尽くすという言葉と ～ 年も 愛の種を播こう を叫びながら奉仕活動を積極的に推進2002' 2003 " " ,
しようという新しい覚悟を見せた。 次いで、ヤン・ヒョンニョル総裁様の激励辞で強力なクラブに成長しようと
するなら多くの人たちにまで 私は人生を躍動的なプロジェクトを繰り広げてクラブ活動と行事に積極的に参加し,
て行くように、と激励辞を述べられた。,

続いて、金沢百万石 会長 木場紀子 会長の祝辞を岩倉舟伊智総務が代読された。 そして 年もRC C 2002-2003
クラブを導いていく役員が紹介され、会員皆が熱心に努力して奉仕すること決心する挨拶をした。
最後にオチャンキョウ会長の閉会挨拶並びに打鍾ともに行事は終わった。

年も南光州ロータリークラブが新年から年より輝かしい一年になりますよう祈ります。2002-2003

南光会月例会が下記のごとく開催されます。南光会消息
:2002 7 9 2 : C.C・日 時 年 月 日（火）午後 時・場所光州

会友様の多くの参加をお願いします。

_
.会員動静

ソンジュニョン会友は 月 日 月 日まで日本の京都東京で開催される設備自動制御博覧会を視察します。7 7 -7 9 ,
下手な訳ですが読んでみてください 会報委員長石丸幹夫良い成果おさめられるように願います。


