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第７回ロータリー日韓親善会議ご参加へのお願い 年７月 日（最新情報）2003 22
日韓親善委員会委員長・ 元理事 丸 山 宏RI

日本と韓国におけるロータリー活動の現状について情報交換を行ない、お互いの親睦、国際理解と協力を目指し
て、ロータリーの発展と世界平和に寄与するために、日韓親善会議を再び開催することとなりました。そして、こ
のプログラムへの参加をロータリー 周年記念事業の双子クラブ・プログラム参加や、ロータリー家族プログラ100
ム参加にしていただきたいと思います （一部省略）。

記
テーマ： ロータリーの友情を深め、新世代に手を貸そう」「

日 時 ： 年 月 日(木)と 日(金)2003 9 25 26
1-7 TEL:047-355-2411場 所 ： 東京ベイホテル東急（東京ディズニーリゾート）千葉県浦安市舞浜

記 念 事 業 ： 韓国からの米山記念奨学生と日本の学友による意見交換
主 催 ： 日韓親善会議委員会、韓日親善会議委員会
登 録 料 ： （懇親会費と昼食費も含む）1 18,000名 円

2204805登録料振込口座： みずほ銀行 芝大門支店 普通預金
国際ロータリー日韓親善会議 香村 正雄

7 FAX 0178-47-8583登録参加申込先： 第 回ロータリー日韓親善委員会事務局 担 当 ： 黒田正宏 ：
○宿泊案内とディズニーランド、ディズニーシーの入場券案内は締 切 ： 年８月 日（水）2003 20

渋谷支店にお願いしてあります。同封の申込書をご利用ください。JTB

第７回ロータリー日韓親善会議プログラム
登録受付開始 友愛の広場提供：日韓の姉妹クラブ交流の場第 日目：1 9 25 15 00月 日(木) ：

： 閉会点鐘16 00： 開 会 式 17 00
アトラクション演奏 第 地区ロータリー家族 独唱 第 地区 ガバナー李秉斗17 30： 懇親夕食会 2750 3650 2002-03

来賓祝辞 乾 杯 年度 理事 菅生 浩三 会 食2002-04 RI
ロータリーソング（手に手つないで） ソングリーダー第 地区 坂本 博士2750

司会 日韓親善会議委員会委員 菅原 周一第２日目： 9 26 9 00 9 50月 日(金) ： 登録受付 ： 開会
姉妹･友好交流の現況報告 ≪姉妹地区≫第 地区 韓国ガバナー会会長2520

≪姉妹クラブ≫ 第 地区 クラブ 第 地区 釜山東南クラブ 權赫允 ： ～ ： 休 憩2750 3660 11 00 11 10
： 司 会 日韓親善会議委員会委員 岩井 敏11 10

記念講話 「和解と平和」 国際基督教大学教授 ロータリーセンター長 最上 敏樹
： 司 会 日韓親善会議委員会委員 天野 肇12 00 13 00： ～ ： 昼 食 13 00

基調講話 「日韓の新世代に望むこと」 元理事 今井 鎮雄RI
基調講話 「 世紀世界化の問題点と対応」 韓日親善会議委員会委員 金 基衡21

： 「韓国からの米山記念奨学生と日本の学友会員による意見交換」14 00
： ～ ： 年大阪･関西国際大 会へのお誘い の挨拶 日韓親善会議委員16 00 16 05 2004 update 2003/7/21 16 05： 閉会

update2003/7/21会委員道下俊一
現在 金沂秀会員 炭谷亮一会員や南光州ＲＣから李庠根会員が出席予定です。多くの会員のご参加をお願いします。

碧い大気
青い海 蒼い大地

Kanazawa Hyakumangoku
金沢百万石

Kanazawa Million
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炭谷亮一 吉田昭生 二木秀樹 前田宏智会長： 会長ｲﾚｸﾄ： 直前会長： 副会長： 幹事：坂口國男
池田裕之 谷伊津子副幹事： 会計： 監査：魏賢任 野城勲 後出博敏 SAA：

西村邦雄 土田初子理事： 北山吉明クラブ奉仕委員長： 職業奉仕委員長： 社会奉仕委員長：
二木秀樹 村田祐一 石丸幹夫 三浦雅博国際奉仕委員長： 新世代委員長： 会報広報： 情報．RC
石丸幹夫 木場紀子増強拡大委員長 修練選考

大平政樹 金沂秀 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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指導 谷伊津子ＳＡＡ気功体操
点鐘

それでこそロータＳＯＮＧ
リー 七夕
四つのしるべ
手を貸そう。1.
感謝の声をかけあおう。1.
親睦と友情を深め、自己の向1.

上に努めよう。
金沢北ＲＣ 吉井 清様 中田 秀雄様ヴィジター
金沢北クラブから吉井清様が本日の講師として、また中田秀雄様が来られ会長挨拶

ました。ご報告ですが、 の日曜日に京都北東クラブの創立 周年例会があり盛会で7/20 15
した。金沢百万石 から私と家内の他、前田宏智幹事、炭谷亮一エレクト、飯野健志夫妻、石丸幹夫夫妻、竹田RC
敬一郎会員高嶋由治会員の 名が出席致しました。長崎北東クラブは２０名が出席しました。 京都駅は人出も多10
く、東京の渋谷、新宿の様で不景気とは思えないほどした。来週は梅雨あけと思います。今のうっとうしさを乗り
切ってください。

¥20,000 ¥174,000 ¥3,683,879ニコニコボックス 本年度合計 残高
昨年の「学都」に続き、７月７日に「採都」を発刊致しました。ご一読賜りご金沢ＲＣ 松本靜夫様

金沢北ＲＣ批評で支援をお願いできましたら、幸いです。 都市環境マネジメント研究所 松本靜夫

謝礼をニコニコボックスさせて頂きます。 吉井先生の卓話を楽しみにしていま吉井清様 坂口会長

す。 先日金沢大学医学部の３０年ぶりの同窓会があり、村田、西村両君と共に出席江守巧・道子会員

をして来ました。 吉井 清様 五十間長屋の建築の話 期待しています。 海外西村会員 山下会員

に出かけたりしてしばらく欠席して、申し訳有りません。 今日は涼しくて結構ですが梅雨明けが待たれ

ます。

は江守会員宅にて例会です。アルコールは です。家族参加例会ですので、よ宮永満祐美 企画副委員長 8/7 OK
ろしく。 からの例会卓話者を紹介してください。9/11

① 国際大会が に大阪であります。南光州ＲＣの方も参加されますので多数出席して下前田宏智幹事 RI 5/23~26
さい。② はガバナー公式訪問例会です。欠席しない様にお願いします。 ③ 本日は例会後 理事会です。7/31

から８名の方が南光州クラブからの青少年がきます。今、２名がホームステイ場所二木秀樹国際奉仕委員長 8/22
が決まっていますが、あとをお願いします。

会員増強のパンフレットをさしあげますので、 お願いいたします。石丸幹夫会報委員長増強委員長 是非増強
また 年のＲＩ大阪大会は前日が 。 に京都宝が池2004 京都デイになっていますので是非ご参加下さい （土）の夜5/22
プリンスホテルで韓国南光州クラブ（ひょとしたら 名ほど参加？） 交流30 百万石クラブからも 名ほど出席して30
したくお願いします。 なお大阪の開会式は （日） ～ 大阪ドームです。5/23 16:00 18:00

吉井 清氏講話の時間 「仏教東漸と旅」
金沢北クラブ会員 華道教室「臥龍庵」主宰

神社 仏閣 数寄屋建築家

釈尊成道の値、印度ブダガヤで日本寺本堂その他の建設
、に従事し からほぼ３年をインドですごした経験から1971

海と陸、両シルクロードを経て日本へ至った仏教東漸の
足跡をたどって見たいと考え、少しずつ遺跡などの点と
線を現地に訪ね、いつの日か私の地図上に線として記し
たいと考えています。

印度はリハール州という田舎へ行きま
した。人々はいつもアルミの壺に水をい
れて歩き、食塩、穀物の粉を真鍮の平皿
に青唐辛子などの調味料を混ぜての昼
食、排泄は左手で始末し、右手は聖なる
手で食事をします。
インド仏教は中国へは中国人の三蔵法

師によってもたらされたといわれます
が、この三蔵と言うのは学位名です。インド人自体で中国へ仏教を持ってき
たのはダルマ大師です。日本には空海 最澄 道元 遣唐使によります。中
国人では鑑真です。仏陀は８０歳の旅をし亡くなっていますが、私は仏陀が
弟子のアーナンダを伴っての最後の旅について勉強中です。

点鐘

例会予定
ガバナー公式訪問日7/31

江守歯科医院8/7
卓話： 年度 国際親善奨学生02-03

¥1,500市川佳子さん
旧盆のため休会8/14
北山吉明会員8/21

赤尾嘉樹さん8/29 みちくさの会代表

子供を取り巻く環境３
山腰茂樹石川県立音楽堂館長9/4

定例理事会9/11 金会員

5Fホテル日航
通算 回249

25/40 62.5%出席

82.5%5 月修正出席率

（木）2003.7.24

紹介の木村会員
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２００４年のロータリー国際大会 大阪 京都について
”京都デー （ホスト チケット行事)場所－平安神宮、京都2004.5.22（土）9:00~20:00 ”

開会式 （日） ～ 大阪ドームにて2004.5.23 16:00 18:00
大会委員長による歓迎のあいさつ 開会宣言とお祈り 副会長によるプログラムの採択 ロータリー旗と世界国旗
の掲揚 主催国国家斉唱 会長国国家斉唱 政府または高位の人より歓迎のあいさつ 元 会長紹介 会長RI RI RI
紹介 会長による歓迎の挨拶 催事 となっています。韓国南光州 京都北東 東京世田谷中央 の人RI RC RC RC

歓迎交流のために金沢百万石 から多数ご出席下さい。 （土）京都で宿たちが大挙参加されると思います。 RC 5/22
泊し夜の交流はどうでしょうか？

韓国南光州ＲＣから青少年が友好交換にきます。 （月）～ （金）8/18 8/22

ホームステイをよろしく（国勢奉仕委員会 友好委員会 新世代委員会）

場所：日航ホテル７月定例理事会議事録日時：平成１５年７月２４日（木）
出席者：坂口 炭谷 前田 野城 池田 西村 石丸 吉田 竹田 谷 宮永 金 事務局

議事録作成者 事務局
幹事報告、審議協議、各委員会報告 依頼 確認事項
１）０２－０３年度 決算報告
【一般会計 ・前年度繰越金とほぼ同額（ ）が次年度へ繰越された ・５周年 記念事業は、当初の予】 。¥1,110,748
算より大幅に執行額が増えたため、特別会計とした。
【ニコニコボックス】
・特殊積立金をニコニコボックスへ繰り入れ、通帳を解約する ・特別会計（５周 年記念事業）へ１００万支。
出… 次期繰越 以上承認¥3,509,879
２）０３－０４年度 予算

【一般会計】特別積立金として１０周年記念事業…３０万 会場変更例会 …２０万計上する。
ニコニコボックス プロジェクター購入…３０万 ポリオ撲滅寄付…２０万計上する ※残額 万 １【 】 。 （35

人／ 円）の内8476
以上承認

※次回へ審議持ち越し３）ガバナー補佐訪問を終えて
・ ＩＭに出席すると、２回の出席をもらえる。寄って、１回休会日を作る。10/26
４）金沢北ＲＣ創立３０周年記念について

創立記念例会・・・例会日が重なるため合同例会とする。10/2
（当クラブの例会を休会にして出席してもらう ）。

・炉辺会合を会場変更例会に改める。炉辺会合とは家庭集会のことで会員の家で委員会毎など少人数５）その他
が集まって、討論する会合のことである。
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～ 年度地区広報．情報．雑誌委員長会議 石川県地場産業振興センター2003 2004 7/20
時から各クラブの委員長が約 名出席した。百万石クラブからは谷伊津子会員が石丸幹夫委員長の代理とし11 80

て出席し「手作りのクラブ会報」について発表した。またロータリーの友編集長の二神典子（ふたがみのりこ）氏
の特別講演が会った。

クラブ及びロータリー紹介リーフレットのモデル 一般の人はロータリーをどう思っ佐味貫義地区委員長から 、
、 などが提案され配布された。ているかのアンケート葉書 報道機関への連絡情報シート

ロータリー１００周年記念ポスターコンテスト
１０才から１３才までの児童で１人１品（グループは駄目 、作品テーマは地域社会と世界における奉仕を表現す）
る。 チョーク、チャコール、クレヨン、絵の具、パステル、ペン、鉛筆を使用で定着剤スプレーした物。サイズ

３０×４５から６０×６０の間の物で郵
送用の筒に入れて応募。 締め切り

地区ガバナーまで。2003.12.15
優勝者は地区の賞状 、国際優勝者にはＲ
Ｉから賞金と記念品がおくられる。又優秀
者は地区から表彰される。

～ 年度地区会員拡大増強2003 2004
委員長会議

（日) からホテル日航金沢でおこ7/6 13:30
なわれた。北川ガバナー、仲谷パストガバ

、 、ナ－ 上田地区委員長らの役員ををはじめ
クラブ委員長５３名が出席して行われた。
百万石クラブからは石丸幹夫委員長が出席
した。

発表のアンケート結果では今年度の純7/6
増目標は富山県では平均３．５名 石川県
では４．５名であった。特に若い会員への
勧誘障害事項として、① 例会出席義務
② 経済的負担 ③ 年代ギャップ が三
大要素であった。

会 員 消 息

月 － 日に能登空7 25 28
1港からチャーター便第

号で韓国に行ってきまし
た。

、２８日には南光州ＲＣ27
の皆様の大歓迎を受けまし
た。当クラブからは金、斎
木、土田会員と村田が参加
しました。土田会員は所用
のためソウルに行かれたた
め、南光州ＲＣの会員とは
あまり交流はもたれません
でしたが楽しい旅行になり

8 18 22ました。この 月 －
日にユン会員の長男が來沢
し、小生宅でお世話するこ
とを約束しました。

日の例会にご一緒する予21
定です。また、共同事業の
お誘いを受けました。韓国
の恵まれない老人用の巡回
自動車を送るものです。韓
国と２６１０地区で各々 万ドルづつ、当クラブは１０００ドル？です。詳しくは後日に。理事会に諮り京都、東1
京の姉妹クラブにも声をかけれたらよいなーと思います。

文責 村田祐一

金沢ＲＣの松本静夫会員（地区
幹事）発行の北陸の観光文化情報
誌「彩都」創刊号が会員にくばら
れました。ニコニコボックスもい
ただきました。
豪華な北陸の観光文化情報誌で
す。

彩都」創刊準備号謹呈によせて「
拝啓 甚暑のみぎり、時下ますま
すご清祥のことお喜び申し上げま
す。七月七日、能登開港の記念す
べき日に、季刊誌「彩都」の創刊
準備号を発刊いたしました。
北陸のもつ歴史文化、芳自然醇な
自然の彩りと人々の営みに光りを
あて、豊かな北陸の観光文化を発信してまいりたいと考えておりま
す。ご一読賜り、今後とものご支援、お力添えをお願い申し上げ、
ご挨拶と致します。

平成十五年七月吉日 都市環境マネージメント研究所
代表取締役 松本静夫


