
- 1 -

７／１０（木） ～ ＊会長・会長エレクト・幹事・副幹事出席ガバナー補佐訪問 会長・幹事懇談会 18:00 19:00
～ ～ ＊クラブ役員・理事・各委員長・入会２年未満の新会員出席例会 クラブ協議会19:00 20:00 20:00 21:00

17:45 18:45 19:00 20:00ガバナー公式訪問 ７／３１ 木 ～ ＊会長エレクトも参加可 ～（ ）会長・幹事懇談会 例会

20 21 5F６月定例理事会記録 6/12 ～ （新旧理事・役員会）場所：ホテル日航
坂口 前田 宮永 斎木 魏 石丸 金 炭谷 二木 野城 西村 北山 村田 竹田 谷 大平 市島出席者：

小杉外男会員 承認１） 退会依頼者の承認
下村義明会員 名誉会員として残って貰えるようお願いする ・下村会員からの米山奨学金預り金（２７万）に
ついて 米山奨学金を寄付する際、クラブの寄付金に不足分を２７万円寄付して下さった。下村会員個人が寄付
した形で、名前を残すことで了承されたお金なので、本会計へ入金すればよい。
２） 次年度活動計画（各委員会の方針・プログラム）
・各委員会 承認
・５周年記念例会事業について、執行額が予算を大幅に上回って予算対比できないので、特別会計として扱う。
・・・会計に一任する。
・ 例会場変更例会の会費は、各会員からお弁当代として１０００円徴収していたが、会場提供者の負担にならな
いように定額にせず臨機応変にする。
・ 例会場を変更して、例会費を浮かせた分は、一般会計と区分して積み立てしてゆく。 使い道は会長・幹事に
一任する。
３ “イスラエルの歌姫によるボーカルコンサートと ワークショップ”の公演名義使用について 承認）

会費は 会員以外の方は３０００円徴収する。
４）７月定例理事会について ２４日（木） 理事会 決算、予算の承認

2003.6.20韓国南光州 李庠根氏からのRC FAX 石丸幹夫先生
拝啓 其の間 先生と奥様お元気ですか、貴クラブ５周年の際は大変なお世話になりまし

て どうも 有難うございました。 立派な５周年記念例会で 私もすっかり感動いたしま
した。アンサンブルの演奏、スライド映写、会報の 化。女性会員 ％等 とても印象digital 30
的でした。若々しいクラブのお姿をみせていただきまして 私 本当に感激しました。お祝
い申し上げます。実は 月 ～ 日 で開かれた国際大会に参加致しまし6 1 4 Austrakia Brisbane
た 月 日出国し 月 日帰国しました 。今やっと落ち着いた気持ちで お礼の便りが遅5 27 6 10 。
れましてすみません。 次は北山先生の小学生 の親善競技の事ですが、 光州Badminton
市内には４個校に が組織されています。男２、女２ です。夏休みの時Badminton team team
に試合出来るようですから、お計画があれば お知らせください。

今年 月 ～ 日に東京で日韓ロータリー親善会議が開かれますので私も参加する予定です。9 24 25
飯野先生、吉田会長、会員の皆様によろしくお願いします。 敬具 韓国南光州 李庠根RC

112-1004韓国 光州広域市 東区 山水洞
112 1004 Sansoo dong Dong-gu Kwangju City 501-092, KOREA

Tel 062-262-0055 Fax 062-269-4722

碧い大気
青い海 蒼い大地

Kanazawa Hyakumangoku
金沢百万石

Kanazawa Million
Weekly Bulletin No. 0244 6/26 2003

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
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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、自己の向上1.

に努めよう。
地域社会に奉仕し、クラブの存1.

。在価値を高めよう
０３～０５年度 米山奨学生の紹介 カウンセラーは吉田会長会長挨拶

九州 小倉ロータリークラブ 天ケ瀬 洋正 （あまがせ ひろまメイキャップ
さ）様 金沢南ロータリークラブ 若松 雄介 （わかまつ ゆうすけ）様

バジュラチャリャ・ソバナさんゲスト 米山奨学生
挨拶詳細は次号

¥5,000 ¥766,247 ¥3,488,879ニコニコボックス 本年度合計 残高
吉田会長 坂口会長エレクト久しぶりの例会出席楽しみにしてきました。

江守巧・東京・三越の個展案内状ができましたので、皆様お持ち下さい。

本格的な梅雨になったようです。現在、私たちの家にはアメリカ道子会員

よりホームステイの学生が一人同居しています。

小倉ロータリークラブ 天ケ瀬 洋正氏

クラブフォーラム講話の時間
「 、 」一年を振り返って 次年度に望むこと

新旧理事役員の一年を
振り返って、次年度に
望むことと題しての発
表があった。 詳細は

～ クラブ要覧2003 2004
及び１ページ理事会記
録参照。

点鐘

3Fホテル日航
通算 回244

22/42 55%出席

72.62%4 月修正出席率

（木）2003.6.19

江守道子米山委員長よりバジュラチャ
。リャ・ソバナさんへ奨学金が渡される

例会予定
百万石歴史と文化５北春千代歴博副館長6/26
ボーカルコンサートとワークショップ7/10

イスラエル歌手による（ガバナー補佐訪問日）
ガバナー公式訪問日7/31

７月定例理事会の日にちが変更になりました
ので、取り急ぎお知らせします。
１７日（木）→２４日（木）になりました。
議件は 「今年度決算・次年度予算について」


