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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時次週は創立５周年記念例会

恒例の「空き缶拾い」
新世代委員会

魏賢任委員長
大徳サーッカークラブの

子供達と共に
月 日（日）むらた小4 13

児科駐車場に午前 に7:30
集合

。して現地に向かった
午前 時から９時頃8
まで、さわやかな青
空のもと、県民公園
普正の森ので空き缶
拾いが行われた。そ
の後、 時頃から10
寺中会館で講演会

があった。講師は「地球の友金沢」の谷内氏 自転車マップ金沢のお話しから始まり、地
球の温暖化の問題を取り上げたビデオを子供達と鑑賞し、みんなでどうしたら素晴らしい
地球を守れるかを考えた。またゴミ捨てのマナーについて話し合った。

碧い大気
青い海 蒼い大地

Kanazawa Hyakumangoku
金沢百万石
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（野城会員）点鐘
手にてつないでＳＯＮＧ

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。
地域社会に奉仕し、クラ1.

。ブの存在価値を高めよう
金沢香林坊ＲＣ 村尾 実様メーキャップ

「 」 。 。会長挨拶 本日の講師は城戸照彦先生で 環境汚染について です ４月なって兼六園の桜も大分咲きました
私が会長の 例会も もう 回がすみました。後 回です。しかし、大役の５周年例会がもうすぐです。RC 40 10

¥703,000 ¥3,708,354ニコニコＢＯＸ ¥15,000 本年度合計 残高
チャリテイコンサート代金 ￥１０８，０００

北山先生のコンサートご盛況おめでとうございました。前田幹事

涙が出るほど感動しました。 本日、金沢の花見をしま石丸会員

した。もう１～２日で満開です。５周年記念例会も近づきました。

松井・フセイン・ＳＡＲＳ・・とテレビも殆どそのニュースです。

イラクの戦争も終わったようで少しホッとし江守巧・道子会員

大平会員ています。本日の卓話、城戸先生宜しくお願いします。

北山先生、コンサート素晴らしかったです。 城戸先生、卓話楽

しみにしています。 「にほんの歌」のコンサートご協力有り難うございました。北山会員

。 、 （ ） 。楽しく歌えました 長男 孔徳 こうとく が本日幼稚園に入学した事を祝して竹田会員

お陰様で桜もキレイで晴天に恵まれました。 花が咲きました山下会員

が、花冷えの宵です。城戸先生の卓話をたのしみに。

日韓ロータリー親善大会に姉妹クラブを持ってい前田宏智幹事
るクラブは５名出席してくださいとの事です。 東京の帝国ベイホテルです。ロータリー全国5/25
囲碁大会が ～ にあります。希望者は申し込みを。北山会員のチャリティコンサートの収8/17 18
入を 円いただきました。５周年例会出席者が 名になりました。107,000 123

金沢大学保健学科教授 城戸照彦先生講話の時間 「環境汚染について」

自然界ではボツリヌス菌の
造る毒素が世界最強ですが、
人口的に造られた毒物として

、 。は ダイオキシンは最強です
実はカネミ油症の症状をみる
と油そのものよりはダイオキ
シンが原因のようです。幸い

1977日本人のダイオキシンは
から減少していますが、これ
らは食物由来の物が多く、海
外からの輸入品には注意が必
要です。甲状腺ホルモンは特
に影響を受けます。ベトナム戦争では米軍は多くのダイオキシンを枯れ
葉剤として使用しました。 年経った今でも基30
地周辺などには多くのダイオキシンが存在しま
す。この半減期は７～１０年もかかります。カド

ニ ュ ー ム は
数年体内10

、にとどまり
腎臓 を 痛 め
ます 。 そ し
て骨 軟 化 症
を お こ し ま
す。

点鐘

ホテル日航５Ｆ
通算 回235

23/42 54.76%出席

61.68%3 月修正出席率

（木）2003.4.10

カネミ油症
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4/10５周年記念例会準備会
前田宏智幹事： 出席者は１２３名です。 会場はホテル日航３Ｆ。招待者お土産は銀製耳かき。全出
席者には会報のＣ Ｄ Ｒと大沼会員からの音楽ＣＤとお菓子を。前夜祭は南光州クラブの１２名を北間楼-
へ（韓国でお世話になった人は必ず出席、また会員の希望者は会費１万円で 、 の昼はゴルフしな） 4/24
い光州ＲＣ会員と如来寺で昼食。韓国はホテルイン金沢宿泊。 京都北東ＲＣ出席は１２名。 例会2/24
後の２次会は３０Ｆで。

友好クラブの５周年記念例会出席者

【金沢北クラブ】
会長 佃 一成つくだ いちなり 幹事 玉田 善明（たまだ よしあき）

合田 昌英 ごうだ まさひで 乙村 舜吉 おとむら しゅんきち 川面 正雄 かわつら まさお 佐藤 正寿 さとうまさとし

汐井 俊彦 しおい としひこ 鈴木 透 すずき とおる 高畠 菊丸 たかばだけ きくまる 高島 聡たかしま さとし

竹中 健次 たけなか けんじ 俵 外代吉 たわら とよきち 的場 晴次 まとば せいじ 米澤 修一 よねざわ しゅういち

渡邊 聰 わたなべ あきら 勝田 浩之 かつた ひろゆき 中田 秀雄 なかだ ひでお 中村 三次 なかむら さんじ

本岡三千郎 もとおか みちろう 広沢 正美 ひろざわ まさみ

【京都北東ＲＣ】 【東京世田谷中央ＲＣ】
会長 今井 邦靖（いまい くにやす） 会長 太田 晧三（おおた こうぞう）

幹事 森島 正彦（もりしま まさひこ） 幹事 岩城 景三（いわき けいぞう）

石田 徹 いしだ てつ 小島 浩 こじま ゆたか

岩井 陽 いわい あきら 小島 晴美 こじま はるみ

岡本 泰一 おかもと たいいち 橘 倍男 たちばな ますお

城守 昌二 きもり まさじ 橘 友音 たちばな ともね

公文 俊一 くもん しゅんいち 高橋 良孝 たかはし よしたか

杉原 繁一 すぎはら しげかず 前田 元治 まえだ もとはる

杉本 豊平 すぎもと とよへい 前田 サト子 まえだ さとこ

田村 善弘 たむら よしひろ 種市 宏 たねいち ひろし

西川 史郎 にしかわ しろう

【大韓民国 南光州ＲＣ】西崎 義雄 にしざき よしお

味舌 正二郎 ました しょうじろう 会長 呉贊教オ チャンキョウ 総務 姜晶皓カン ジョンホ

宮崎 克茂 みやざき かつしげ 李庠根イ サングン 金成信キム ソンシン 李垳善イ ヘンソン

鄭幸王基ジョン ヘンキ朴天學パク チョナク 尹萬重ユン マンジュン

RC4/28 5/25 17:00 45 RC4/11 18:00市内クラブ例会変更 金沢東 金沢西（ ）「 」 （ ） 「 」 （ ）月 休会 月 ～ 周年記念例会 国際ホテル 金

観桜会 （金）休会 （火） つば甚 （木） 松魚亭 （木）休会 （月）5/2 RC4/8 18:00 RC4/10 18:30 5/1 RC3/31金沢南 金沢北 香林坊

「休 会」 （月 「休会」 （火 「休会」4/28 RC5/6） ）みなと

（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

他ＲＣ記念例会の情報
５／２６（月）１６：００～ 於：金沢国際ホテル 当クラブ会長・幹事出席金沢東ＲＣ４５周年

５／１８（日）１３：０河北ロータリークラブ３０周年
０～ 於：西田幾多郎記念哲学館

７／２０（日）１５：００～京都北東ＲＣ１５周年
於：京都宝ヶ池プリンスホテル

※後日正式な案内状が届く予定

3/27５周年例会準備委員会
の５周年記念例会出席者は、 地区の津田達雄ガバ4/24 2610

ナー、 創立時のガバナー仲谷純三氏、同幹
事の黄木茂氏、金沢市内８ 会長幹事、姉妹クラブからRC

、 、 、韓国南光州 の 名 京都北東 東京世田谷中央RC 12 RC RC
金沢北ＲＣ 名、メイク ア ウイシュの祖泉淳氏、チャ21
イルドラインいしかわの高木真理子氏 その他、ゲストは
駐新潟大韓民国総領事 崔元吁（チェ ウォンウ）氏出席
予定 なお岩城宏之氏は当日演奏指揮が重なり欠席、百万
石クラブは会員家族が殆ど出席するものと思われる。

例会予定
４月１７日 ５周年記念例会打ち合わせ
４月２４日 ５周年記念例会
５ １日 休会月
５月 ８日 小林輝冶先生（竹久夢二館館長）

石丸会員推薦
５月１５日 炉辺会合（大平会員宅）

環境についての討論
５月２２日 次年度委員会討論会
５月２９日 江原千絵（アンサンブル金沢バイオ

リン）石丸会員推薦
６月 ５日 百万石歴史と文化５
６月１２日 磯野紀幸氏（登山家）

石丸会員推薦
６月１９日 子供を取り巻く環境２
６月２６日 一年を振り返って、次年度に望む事
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ーーー祝辞ーーー
Rotary 3710 Rotary Club国際 第 地区 南光州

会長 呉賛教
親愛なる日本金沢百万石 の吉由昭生会長様樺をお始めに全員並びにご家族の皆様！RotaryClub
本日貴クラブの創立 周年を迎え、私が南光州 の会員を代表し、お祝い申 上げること5 RotaryClub L
を無限の光栄と存じます。
創立会員歴代の会長、そして全会員旦並びにご家族の皆様。貴クラブはここ 年間犠牲精神に基5

づいたボランティア活動という一貫した目標を掲げ、様々な部門でのボランティア活動を行なうこ
とで輝かしい成果を出しました。

これは 年～ 年の Ｉ会長の「 」というスローガンにも合致す2002 2003 Bhichai RattakulR Sow the Seeds of Love
るものだと思います。特に社会・国際ボランティア活動においては、愛という種を蒔き、その実を結ぶというボラ
ンティア活動の課題を地道に実践されており、心から敬意を表する次第でございます。

貴クラブは 年の創立以来歴代の会長を中心に会員の皆様が力を合わせ、 のボランティア精神に基づ1998 Rotary
き、活発な 活動を展開することで素晴らしい業績を達成しました。 特に国際的な連帯と社会奉仕を理念にRotary
地域社会や国際社会でボランティア活動を続けている崇高なる精神にはただ厚い敬意を表する次第であります。

これまで両クラブは国際ボランティア部門で人道主義プログラムと青少年交換プログラム及び姉妹関係クラブ間
2000 5 Forrtの親善訪問などを着実に実践しており、 年 月にはマッチングプラント事業を展開し、両クラブと米

、WayneRotaryClub と共に光州乳児一時保護所及びシングルマザー保護所など医療機材の必要な所への支援を行い
国際的な人道主義プロジェクトを成功裏に遂行しました。 これを通じ、会員がお互いに友情を深めると共に地域
社会の発展と日韓両国の友好関係を増進させたと強く信じております。

このような素晴らしいボランティア精神は今後の 活動を展開する上でも持続的に引き継いでいけるものとRotary
期待してやみません。創立 周年を機に貴クラブの飛躍的なご発展と吉田昭生会長を始めとする会員の皆様並びに5
ご家族の皆様のご健勝をお祈り致し、私の祝辞とさせていただきます。有り難うございます。

２００３．４．１１

炉辺会合のご案内

拝啓 桜花爛漫の候、皆様には益々ご清祥にてお過ごしの事とお慶び申し上げます。
さて、下記の通り炉辺会合を開きますのでご案内致します。
準備の都合上、５月１２日（月）迄に出欠の連絡をお願いいたします。

日 時：平成１５年 ５月１５日 木 午後７時より( )
場 所：大平クリニック３階会議室 （地図は別紙の通りです）近岡町４２８－１ ℡ ２３７－２８１１

参加費：１，０００円（食事代）
ご都合の悪い場合は、前日までにご連絡

願います。
講師 東 先生卓 話：

子供を取り巻く環境を考える２

４５分ほどの講演の後、質疑応答や議論をし
たいと思います


