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2003.4.24 例会場にて韓国南光州 RCの人たち共に
近郊ＲＣ例会変更
野々市ＲＣ 5/21（水）12:30 職場例会アリス外語学院 5/29 → 5/27（火）18:30 3RC 合同例会グランドホテル松任
松任ＲＣ 5/6（火）休会 5/20（火）県庁視察 12:30 県庁 5/27（火）18:30 3RC 合同例会 グランドホテル松任

市内クラブ例会変更
金沢東 RC5/25（月）17:00～ 45周年記念例会「国際ホテル」
金沢西 5/2（金）休会
金沢北 RC松魚亭 5/1（木）休会
香林坊みなと RC5/6（火）「休会」
百万石 RC5/1（木）休会 5/15（木）19:00 大
平胃腸外科クリニック

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

河北ロータリークラブ３０周年 5/18（日）
13:00～ 於：西田幾多郎記念哲学館

京都北東ＲＣ１５周年 7/20（日）15:00 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

碧い大気
青い海 蒼い大地

Kanazawa
金沢百万石

Kanazawa Million
Weekly Bulletin No. 0237 5/8 2003

例会予定
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 次年度委員会検討会

５月２９日 江原千絵氏（OEKバイオリン）石丸会員推薦
６月 ５日 国際交流奨学生報告会（担当 坂口会員）

６月１２日 礒野紀幸氏（登山家） 石丸会員推薦

６月１９日 百万石歴史と文化５ 北春千代歴博副館長

６月２６日 一年を振り返って、次年度に望むこと
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点鐘
SONG 日本国国歌

大韓民国国歌

我等の生業

百万石 RCアンサンブルの演奏 素囃子「さくら」「潮来出島」

会長挨拶
初代飯野健志会長、２代石丸幹夫会長 ３代下村義明会

長 ４代木場紀子会長 皆素晴らしい足跡をのこしまし

た。そして５代の私です。おかげさまで個性豊かなクラ

ブに成長いたしました。今夜は粗宴ですが、ごゆっくり

とどうぞ、そして親睦の輪が拡がる事祈念いたしまして

おります。本日はご多忙中の所、ご足労いただき本当に

感謝致しております。ありがとうございます。

記念の寄付
①ポリオ撲滅キャンペーンに

金一封を津田ガバナーに手渡し贈呈。

② チャイルドラインいしかわに ③メイク ア ウイッシュ オブ ジャパン に

高木 真理子氏へ 祖泉 淳氏へ

ホテル日航３Ｆ 4/24 19～ 21時
通算 237 回 ５周年記念例会

出席 33/42 78.57%

3月修正出席率 61.68%

2003.4.17（木）
SAA 高嶋由治会員 谷伊津子会員 出席者数 １１６名（１２０名登録の内）
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祝電 駐新潟大韓民国総領事館 総領事 チェン ウオン 様より

金沢百万石ロータリークラブ創立５周年記念定例会の開催を心よりお祝い申し上げます。

今後も韓国と金沢市の友好親善交流がより一層発展致しますよう祈念いたしますとともに、金沢百万石ロータリー

クラブの限りないご発展と本日のご参席の皆様の益々のご健勝・ご多幸をお祈り申し上げます。

ニコニコＢＯＸ ¥66,000（内¥49,000は来賓より）
本年度合計 ¥781,000 残高 ¥3,786,354
東京世田谷中央ＲＣ 前田元治 ５周年おめでとうございま

す。ご発展をお祈り申し上げます。 小島浩（ゆたか） ５周年、

心からお祝い申し上げます。今後、益々のご発展をお祈り致しま

す。 橘 倍男（ますお） ５周年おめでとうございます。金

沢ＲＣ 佐藤満雄会長 創立５周年誠におめでとうございま

す。益々のご隆盛を祈念申し上げます。

金沢北ＲＣ 濱井弘利、魚住安彦、卯野正博、佐藤正寿、渡邊聡

百万石ロータリークラブ創立５周年おめでとうございます。

益々のご発展を ご祈念申し上げます。 南光州ロータリークラ

ブの皆様、アンニョンハシムニカ。皆様には良い旅行となるよう

に祈っております。 合田昌秀 百万石ロータリークラブ創立

５周年おめでとうございます。今後、益々のご発展を期待してお

ります。 急用のため、欠席することになり大変申し訳ありま

せん。 奥田久雄 百万石ロータリークラブ創立５周年おめで

とうございます。創立当時の金沢北ＲＣの会長、浅野さんも天

国でお喜びの事でしょう。

百万石ＲＣ会員（１７，０００円） 江守巧・道子会員 ５周年というのは、本当に早いものです。木場紀子会員 ５周年例

会を祝して遠路ようこそおいでくださいました。竹田敬二郎会員 もう５年、はや５年。あっという間の５年間でした。皆様の

おかげで大変有意義な時を過ごすことができました

南光州ＲＣが飯野健志名誉会員と石丸幹夫会員を両クラブの友好発展に寄与の功績で表彰

感謝牌
貴下は199年両クラブ間

の姉妹結縁を始め、相互訪
問や青少年交換並びに世
界社会奉仕等の推進に献
身され、両クラブ間の国際
的交流と親善並びに友好増
進に至大なる寄与をされた
ことに、貴クラブ創立５周年
を記念してこの牌を差し上
げます。 2003年4月24日
RI3710地区 南光州Rot

aryClub 会長 呉賛教

顕彰する 南光州ＲＣ会長 呉賛教氏記念の贈り物をして謝意を表し、呉会長と

握手する吉田会長

藤間観菊 杵屋六以満 杵屋喜澄 斎木麻衣

素晴らしい。滅多にみられない豪華メンバー
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津田達雄ガバナー挨拶
百万石ＲＣの５周年おめでとうございます。

金沢百万石クラブは少し他と雰囲気の違うユ

ニークなクラブとして女性会長もおられ、個

性豊かなクラブを作られました。４っつのし

るべにそって、より一層精進され、新しい風

を吹き込むクラブとなって下さい。

金沢北ＲＣ佃会長

ＲＣクラブの伝統と文化のますますの発展で、

10 周年、20 周年と素晴らしいくらぶになりま

すようにご期待致します。

韓国南光州 RC
呉贊教会長

東京世田谷中央 RC
今井邦靖副会長

京都北東 RC
西川史郎会長

仲谷純三パストガバナー

（1997 ～ 98 クラブ創

立時）

私がガバナーの時に３

つの新クラブが出来まし

た。この点鐘は百万石と

小松シティクラブとは全

く同で人間国宝の魚住さ

んの作品です。以来 双

子クラブとしてのつきあ

いです。青少年奉仕活動

にも力をいれています。

式 次 第
点鐘 金沢百万石 RC 会長吉田昭生

国歌斉唱 君が代

大韓民国 国歌斉唱

ロータリーソング 我等の生業

会長挨拶 金沢百万石 RC 会長吉田昭生

ご招待者のご紹介

目録贈呈 金沢百万石 RC 会長吉田昭生

ポリオ撲滅キャンペーン 寄付

RI2760 地区ガバナー津田達雄殿

福祉団体への寄付

ﾒｲｸｱｳｲｼｭ ｵﾌﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ 祖泉淳殿

ﾁｬｲﾙﾄﾞﾗｲﾝ いしかわ 高木真理子殿

南光州クラブより感謝牌の贈呈

南光州 RC 会長 呉賛教殿

祝辞 RI2760 地区ガバナー津田達雄殿

素囃子演奏 さくらさくら 潮来

金沢百万石アンサンブル

乾杯 金沢北 RC 会長佃一成殿

祝宴

祝辞 RI2610 地区 98~9 ガバナー仲谷純三殿

南光州 RC 会長 呉賛教殿

京都北東 RC 会長太田晧三殿

東京世田谷中央 RC 副会長今井邦靖殿

スライド映写 クラブの歴史

実行委員長 石丸幹夫

閉会の挨拶 会長エレクト 坂口國男

ロータリーソング 手にてつないで

点鐘 会長 吉田昭生

近藤俊行ガバナーノミニーと 3710 地区李庠根パストガバ

ナー、金成信ガバナーノミニー
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点鐘

友好クラブの５周年記念例会出席者 （敬称略）
【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

【大韓民国 南光州ＲＣ】

会長 呉贊教 オ チャンキョウ

総務 姜晶皓カン ジョンホ

李庠根イ サングン

金成信キム ソンシン

朴天學パク チョナク

尹萬重ユン マンジュン

鄭容周チョン ヨンジュウ

呉均豊オ ギュンブン

崔龍淳チェ ヨンスン

宋俊栄ソン ジュンヨン

李垳善イ ヘンソン

鄭幸琪チョン ヘンキ

閉会の謝辞 坂口國男エレクト

【京都北東ＲＣ】

副会長 今井邦靖 いまい くにやす

幹事 森島 正彦 もりしま まさひこ

石田 徹 いしだ てつ

岩井 陽 いわい あきら

岡本 泰一 おかもと たいいち

城守 昌二 きもり まさじ

公文 俊一 くもん しゅんいち

杉原 繁一 すぎはら しげかず

杉本 豊平 すぎもと とよへい

田村 善弘 たむら よしひろ

西川 史郎 にしかわ しろう

西崎 義雄 にしざき よしお

舌 正二郎 ました しょうじろう

宮崎 克茂 みやざき かつしげ

【東京世田谷中央ＲＣ】

会長 太田 晧三 おおた こうぞう

幹事 岩城 景三 いわき けいぞう

小島 浩 こじま ゆたか

小島 晴美 こじま はるみ

橘 倍男 たちばな ますお

橘 友音 たちばな ともね

高橋 良孝 たかはし よしたか

前田 元治 まえだ もとはる

前田 サト子 まえだ さとこ

種市 宏 たねいち ひろし
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５周年記念例会出席者（ご招待者名）

２６１０地区 ガバナー
津田 達雄 (つだ たつお)様
小松シテｲロータリークラブ
１９９８年度 2610地区
パストガバナー仲谷純三（なかたにじゅんぞう）様
小松ロータリークラブ
１９９８年度 2610地区
幹事 黄木 茂 （おうき しげる） 様
ガバナーノミニー 入善ロータリークラブ
近藤 俊行（こんどう としゆき）様
南光州ロータリークラブ
会長 呉贊教（ｵｰﾁｬﾝｷｮｳ）様
総務 姜晶皓（ｶﾝｼﾞｮﾝﾎ）様

京都北東ロータリークラブ
副会長 今井 邦靖（いまい くにやす）様
幹事 岩城 景三（いわき けいぞう）様
副会長 西川 史郎（にしかわ しろう）様
東京世田谷中央ロータリークラブ
会長 太田 晧三（おおた こうぞう）様
幹事 森島 正彦（もりしま まさひこ） 様

歓迎記録 ５周年記念例会
に韓国南光州ロータリークラ
ブ会員を迎えて 4/23~25

4/23 ホテルイン金沢に到着後すぐに案内
役の村田夫人、石丸夫妻とともに金沢城と兼

六園を見学

金沢ロータリークラブ
会長 佐藤 満雄（さとう みつお） 様
幹事 大友 佐俊（おおとも さとし） 様
金沢東ロータリークラブ
会長 若林 智雄（わかばやしともお） 様
幹事 高桑 幸一（たかくわ こういち） 様
金沢西ロータリークラブ
会長 高森 外夫（たかもり そとお） 様
幹事 能登 隆市（のと りゅういち） 様
金沢南ロータリークラブ
会長 伊藤 田多人（いとう ただと）様
幹事 見神 幸男（みかみ ゆきお） 様
金沢北ロータリークラブ
会長 佃 一成（つくだ いちなり） 様
幹事 玉田 善明（たまだ よしあき） 様
金沢香林坊ロータリークラブ
会長 岡部 雅夫（おかべ まさお） 様
幹事 古谷 利清（ふるたに としきよ） 様
金沢みなとロータリークラブ
会長 北尾 強也（きたお きょうや） 様
幹事 表 征史（おもて せいし） 様
メイクアウイッシュ オブ ジャパン
代表 祖泉 淳（そいずみ じゅん） 様
チャイルドラインいしかわ
代表 高木 眞理子（たかぎ まりこ）様
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崔龍淳（龍インテリア代表）李垳善（給油所） 姜晶皓（建築設備）

宋俊榮（機械販売環境設備） 鄭幸琪（家具製造業） 鄭容周（社会事業）

呉均豊（現代工業社） 尹萬重（㈱東南鉄鋼） 李庠根 （産婦人科医）

呉贊教 （㈱中央鋼鉄） 金成信 （厨房用品製造） 朴天學 （小児科医）

訪
問
さ
れ
た
南
光
州
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ

の
皆
さ
ん

（
敬
称
略
）
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4/23 2003 北間楼での前夜祭 19:00 姜晶皓（ﾃﾞｰﾊｸ企業建築設備）

4/24 如来寺訪問と福祉施設見学

会長招待昼食会 小立野善隣館にて
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一行は本堂の他、如来寺境内に併設さ

れた社会福祉法人小立野善隣館を訪問

し、そこにある愛児園や、デイサービ

スセンターさらな園を見学した。

4/24午後 お茶席ご招待

永山邸にて

お茶席で、一服のみならず、師匠の指導で、

実際にお茶をたててみる南光州ＲＣの会員。

お茶のあとは 高岡金箔 箔座で、金の茶室

見学と買い物。

箔座にて金の茶室にはいり記念撮影
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ようこそ南光州クラブの皆様 小松空港にて送迎

4.23 小松空港に一行を迎える金 炭谷夫妻 岩倉 石丸の各会員

呉賛教会長（３４代会長）からは「創立 5 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。

両クラブの素晴らしいボランティア精神は今後の Rotary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期
待してやみません。。貴クラブは 1998 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、Rotary のボラン
ティア精神に基づき、活発な Rotary活動を展開することで素晴らしい業績を達成しました。親愛なる日本金沢百万
石 RotaryClub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！

4.25 小松空港に見送る竹田 金 斎木各会員 木村夫妻 石丸夫妻 炭谷夫人 村田夫人
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本日貴クラブの創立 5 周年を迎え、私が南光州 RotaryClub の会員を代表し、お祝い申 L 上げることを無限の光栄と

存じます。」の趣旨で会長挨拶をいただきました。----本文は前号に記載

又 京都でお会いしましょう。 2004 年 5 月 23 日（日）～ 26 日（水）はＲＩ国際大会が大阪中心で関西で

お粉はれます。南光州ＲＣの会員のかたとの再会は京都宝ヶ池プリンスホテルを予定しています。京都北東クラブ

の例会場でもありますので、金沢百万石クラブから多くのご参加をお願いいたします。

再来年のロータリー 100 周年は 南光州クラブの金成信（キムソンシン）氏がガバナーです。韓国の３７１

０地区提唱で、こちらの２７１０地区（近藤俊行ガバナー）で国際社会奉仕の共同プログラムを考えておられます。

因みに韓国との姉妹クラブは金沢百万石と韓国南光州 RC、中島ＲＣと韓国光州無等ＲＣ、富山西と韓国光州忠壮

ＲＣ、入善ＲＣが釜山聖地ＲＣ、魚津ＲＣが釜山釜一ＲＣです。

南光州ＲＣ沿革並びに現況（偉大な足跡を残す名門クラブ）

所属地区：３７１０地区

創立：１９７０．２．２３（ＲＩ創立と同月日）

ＲＩ加入承認：１９７０．６．１０

会員数：元老会員１４名 正会員３７名 名誉会員２名 計５３名

創立ロータリークラブは４クラブも（スポンサーになったクラブ）：順天 RC（70.9.7）ファスン RC（70.9.28）
コフン RC(74.4.20) ハンアルム RC(92.8.27) 光州ヨンボン RC（95.6.9）
創立インターアクトクラブ：全南女子インターアクトクラブ（76.5.10）
創立ローターアクトクラブ：光州キョウデローターアクトクラブ(79.4.21)
姉妹クラブ：国内 南ソウル RC(78.1.3)

国外 シンガポールウエスト RC(91.4.25) 金沢百万石 RC(99.6.24)

パストカバナーは３名 池溢杓 李庠根 沈判求 の３名の他 またガバナーノミニーとして 今回来訪された金

成信氏がおられます。

５周年を記念して会報 CD を発行

創刊号から第２５０号(1998.4.23 ～ 2003.3.13)
までを完全デジタル化してありますので、収納

する事ができました。これらはインターネット

ホームページでものせましたが、今回の５周年

記念例会のために CD-R に記録保存する事にし

ました。編集は石丸幹夫会報委員長で CD-R と

ラベルの制作、は大友泰宏会報委員です。200
枚をつくりましたので、大変な労力でした。

CD-R ディスクをパソコン

にいれ、立ち上げて、

ｉｎｄｅｘとかいてある

マークをマウスでクリッ

クして下さい。

あとはホームページの場合と同様ですが、会報

の目次をみてクリックして下さい。必要な文章

や画像はコピーして利用する事も出来ます。
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炉辺会合のご案内

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。

卓 話： 講師 東 先生

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

会 員 消 息

ナンシー（フランス）Ducale
Rotary Club でメーキャップし
てきました つづき

木村幸生会員

先日、4/8 ～ 4/11 まで、姉妹都市の仏ナ

ンシー市へ行って参りました。今年、10
月は姉妹提携 30 周年ということで、町全

体がそのイベントの企画で賑わっていま

した。滞在中(4/10)に、Nancy Ducale Rotary
Club へメーキャップしてまいりました。

総会員数は 54 名ということで、7 クラブあるナンシー市の中でも多い

方だということです。規模的には私達と似ている感じでした。

会長：吉田昭生 会長ｲﾚｸﾄ：坂口國男 直前会長：木場紀子 副会長： 幹事：前田宏智 副幹事： 水野陽子

宮永満祐美 会計：池田裕之 監査：後出博敏 SAA：高嶋由治 理事：クラブ奉仕委員長：山下公一

職業奉仕委員長：斎木妙子 社会奉仕委員長：土田初子国際奉仕委員長：江守巧 新世代委員長：魏賢任

会報広報：石丸幹夫 RC 情報．増強拡大委員長 飯野健志 修練選考下村義明

企画委員長 三浦雅博 親睦委員長 木村陽子 友好委員長 岩倉舟伊智 事務局 相川晶代

事務局執務時間 月火水金 10：00 ～ 16：00 木 15：00 ～ 20：30 休憩時間 12：00 ～ 13：00 休日 土日祝日

例会場 ホテル日航金沢 5F 〒 920-0853 金沢市本町 2-15-1 T076-234-1111 例会日時 木曜日 19：00
事務室 ライブ 1 かなざわ 412 号(前田） 〒 920-0852 金沢市此花町 3-5 T262-2211 F262-2241

大平クリニック
↓

○
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北国邦楽特選会 4/29金沢市観光会館にて

杵屋六以満さん（木村陽子会員）、杵屋喜澄さん
藤間勘菊さん（斎木妙子会員）らが出演しました。

これは北国新聞 110 年を記念して行われました。北国芸能賞受賞者１３人と
歌舞伎俳優の尾上菊之助さん、長唄人間国宝の杵屋喜三郎師、常磐津人間国

宝の常磐津一巴太夫師、囃子の十二代家元の望月太左右衛門師らと共に邦楽、

舞踊１４番で芸を披露されました。

ロータリーの友から 2003.vol51.No5

記載された１部です。 地区の便り 23page

藤間勘菊さんの 常磐津「お夏狂乱」 H15.5.4北国新聞朝刊より
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