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南光州 呉贊教会長からお礼状が来ましたRC
吉田会長様

今般 貴クラブを訪問中、我々を大変歓迎してくださり、感謝申し上げます。
金沢百万石クラブ創立５周年例会を３００余名の参席者と一緒に盛況裡に挙行されたこと
を真心をもって祝賀申し上げます。
ここ南光州クラブ会員達は貴クラブと友好関係を持てたことを栄光に思っており、今後も
っともっと人的、物的あらゆる面で、交流が活性化され、親善が増進されますよう希望し
ます。
会長様より如来寺で我々を招待し養老院と育児施設を見学して盛大な午餐を配慮して下さ
ったことに、深い感謝を申し上げます。
雨中へ我々を金沢城と兼六園に案内してくださり、抹茶の試飲までさせてくださった石丸
先生の奥様にも、心より感謝申し上げます。
また、空港へ到着から出発まで、三日間我々の世話をしてくださった奥様方と会員の皆様
に格別な感謝の言葉を申し上げます。

最後に貴クラブの無窮な発展と会員の皆様の健康と幸運を祈願します。
２００３．５．１２ 南光州ＲＣ 会長 呉 贊 教 （ 翻訳 金沂秀）

京都北東ロータリークラブからの創立 周年のご案内15
金沢百万石ロータリークラブ 会 員 各 位

京都北東ロータリークラブ ′ ～， 会長 西崎 義雄 創立 周年実行委員会委員長 杉原 繁一2003 04 15
拝啓 新緑の候、★クラブにおかれましては益々ご清祥のこととのお喜び申しあげます。

先日はお世話になりました。会員一同楽しい一日を過ごさせていただきました。
さて、京都洛北ロータリークラブをスポンサークラブとして 年 月 日に誕生いたしました私ども京都北東1988 7 20
ロータリークラブも、この度創立 周年を迎えることとなりました。これも偏に皆様のご厚情、ご鞭漣の賜物と15
会員一同深く感謝いたしております。

つきましては、下記の通り記念式典並びに祝宴を開催いたしたく存じますので、何かとご多用のところ誠に恐縮
に存じますがキクラブ会員の皆様に多数ご臨席賜りますようご案内申し上げます。 敬 具

2003 7 20 TEL075-712-1111日 時 年 月 日（日） 会 場 京都宝ケ池プリンスホテル 京都市左京区宝ヶ池
登録開始 午後 時 分 呈茶席をご用意いたしております．ご利用ください。2 30
記念式典 午後 時 分3 30
記念講演 午後 時 分 大本山百万遍知恩寺布教節会々長 小田芳隆師4 50
祝 宴 午後 時 分 アトラクション アカペラグループ「 」 登録料金 ， 円6 10 Yo!!six 12 000

ハガキ枚数６枚 ３００円・・・ 余りにも少なか“書き損じはがきキャンペーン”最終〆切の結果
ったので、土田社会奉仕委員長が 現金１０００円寄付して下さり１３００円を２６１０地区 ＷＣＳ委員会へ
送金しました （事務局より）。
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（大沼俊昭会員）点鐘
我らの生業ＳＯＮＧ

（大沼俊昭会員）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、自己の向上に1.

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
会長挨拶

の地区協議会も無事すんで、あと私の例会は５回となりました。ガバナーのダイヤモ5/11
ンドバッチも北川新ガバナーに交換されます。さてクラブの財政ですが、大変行事も多く
心配しましたが、少し残るでしょう。あと一ヶ月、ネパールの留学生のソバナさんを米山

5/29奨学生として当クラブでお世話することになりました。よろしくお願いいたします。
に少しお話と挨拶をしてもらいます。

金沢南ＲＣ 北敏一（きた としかず）様メーキャップ
金沢西ＲＣ 川口征弘（かわぐち ゆきひろ）様

ニコニコボックス
本年度合計 残高 （残高累計修正）¥10,000 ¥726,000 ¥3,448,632

連休を利用してアメリカ・ミシガン大学にて、最新のインプラント、歯周再江守道子・巧会員

生治療を学んできました。死後、５日目の頭部だけの死体を使った手術実習には、ちょっとびっくり

しましたが、とても有意義でした。 先日は、炉辺会合にお集まり頂き有り難うございまし大平会員

た。 ５周年記念例会の折は、有り難うございました。心ならずもあれ以来の出席とな木村陽子会員

りました。すみません。 皆様こんばんわ。休むつもりでいたらそのデートにふられて、ロ北山会員

ータリーに来ました。 五月晴れの夕方の眺めを３０階から楽しんで良い例会です。山下会員

江守道子 クラブ米山財団委員長 アジアの学生はアルバイトなどで大変苦労していま米山について
す。富山医科薬科大の耳鼻咽喉科の米山奨学生と同席する機会がありましたが、きょ
うと米山の貢献の大なる物を感じました。

京都北東ＲＣ１５周年例会の出欠をはやくお願いします。また、クラブ要覧に記前田宏智幹事
。載する の新旧理事会までに提出して下さい委員会事業計画を必ず 6/12

２００３～２００４年度委員会事業計画検討会講話の時間
委員長 会員のご活躍でクラブがますます発展坂口國男次期会長

したいものです。よろしくお願い致します。

次期の各委員会にわかれて、次年度の予定などをはなしあった。

～ 年 金沢百万石ロータリークラブ 役員名簿2003 2004
坂口国男 炭谷亮一 二木秀樹会長 会長エレクト 副会長

魏賢任 野城勲 池田裕之 後出博敏副幹事 会計 監査

西村邦雄 木村幸生クラブ奉仕委員会

高鳴由治 江守道子例会委員会 （会場監督）竹田敬一郎 谷伊津子SAA
山下公一 吉田昭生 村谷實増強拡大 修練選考石丸幹夫 木場紀子

宮永満祐美 江守巧 池田裕之企画 大平政樹

木村幸生

大友泰宏会報 石丸幹夫

三浦雅博広報ＲＣ情報 下村義明

青木妙子 北他紀子親睦 金折秀

東山卓嗣友好 岩倉舟伊智

水野陽子 山崎正美職業奉仕委員会 北山吉明

吉田昭生 宮永満祐美社会奉仕委員会 土田初子

木村陽子国際奉仕委員会 二木秀樹

宮本玲子 小杉外男ロータリー財団 大沼俊昭

東海林也令子米山財団 市島明子

諸江明祐新世代委員会 村田祐一

（委員長）

例会予定
３Ｆ バイオリン 江原千絵氏（ ）５月２９日 OEK
ピアノ伴奏 東海林也令子会員 石丸会員推薦

曲目：愛の挨拶 エルガー、タイスの瞑想曲 マスネ、
美しきロスマリン クライスラー、 ユーモレスク ドボル
ザーク、 チャルダーシュ、モンティ
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 一年を振り返って、次年度に望むこと
６月２６日 百万石歴史と文化５ 北春千代歴博副館長

ホテル日航 ローズルーム30F
通算 回240

25/42 59.52%出席

72.62%4 月修正出席率

（木）2003.5.22


