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ホテル日航金沢北ロータリークラブ創立３０周年記念例会 2003.10/2
本日お越しの北川ガバナー、米沢修一金沢北 会長RC

友好クラブの京都洛北、相模原南クラブの皆様有難うご
ざいます。私達のクラブは昭和 年オイルショッックの48
時に設立されました。当時東クラブの中村徳太郎さんを
特別代表とし、大村精二さんの努力で３８名でスタート
しました。

歴代のクラブ会長の苦心と知恵で発展北川晶夫ガバナー
された 年です。 年の次は 年の大計をたてられて30 30 100
準備する気構えを持って下さい。

私どもの洛北若林靖博京都洛北 会長RC
クラブの 周年をすみましたが、私は米沢30

会長と同期の入会です。来年は両クラブで少年サッカーの交換事業があります。これ
、 。は 年 に友好提携し 既に川名幹事の時に金沢北クラブと交流をしています1975 7/22

金沢で友好提携して以来、奉仕の理想のために地相模原南 荒木通孝会長RC 1989.11
域に根ざした活動をしています。本日はおめでとうございます。

ロータリー財団寄付 ＄ 少年サッカー試合を京都洛記念事業 10,000
北ＲＣとの共同事業とする。 （高畠菊丸実行委員長発表）

木津川 計（きずがわ けい）氏記念講演
年生 立命館大学産業社会学部教授 による「大往生」を上方芸能調で面白く講1935

演された。大往生の条件は①安らかに死ぬこと②一定年齢を生きること 男８５歳以
上 女９０歳以上 ③亡くなったあと悼まれる事 ④寝たきりは１年（看病の限度）
など 何事も平素の心がけが大切と言う事です。

主計町芸妓連の長唄「島の千歳」ではぞまり大村精二会員の挨拶、北川義信金沢東ＲＣ会長の乾記念祝賀会は
杯 和太鼓演奏 佃一成前会長の閉宴挨拶があった。

金沢百万石ＲＣからの出席者 坂口國男 前田宏智 石丸幹夫 石丸恭子 江守巧 大沼俊昭 北山吉明 木村幸生 木村陽（
子 金沂秀 岩倉舟伊智 斎木妙子 炭谷亮一 竹田敬一郎 谷伊津子 西村邦雄 野城勲 二木秀雄 宮永満祐美 村田祐一

吉田昭生 相川晶代）

2003.9/25 26第７回ロータリー日韓親善会議 （ ）木
（金） 東京ベイホテル東急インペリアルホールにて

蔡 韓日親善会議委員会委員長は 年のソウルで1989
のＲＩ国際大会には日本から 名も参加され成功16,000
を納めたことをお礼いたします。もっとも親しい国を
実現するためにまいりました。と挨拶された。

南光州ＲＣからも李庠根会員（パストガバナー）と金成
信会員（次期ガバナー）が出席された。
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指導 谷伊津子ＳＡＡ気功体操
点鐘

それでこそロータリー 赤とんぼＳＯＮＧ
四つのしるべ
手を貸そう。1.
感謝の声をかけ1.

あおう。
親睦と友情を深1.

め、自己の向上に
努めよう 地域社会に奉仕し、クラブの存在価値を1.

。高めよう

野々市ＲＣ 織田英也様 脇田充様 竹澤勝メーキャップ
志様 金沢東ＲＣ 松木浩一様 金沢みなとＲＣ 上村和宏様

６日 齋木妙子会員 ２３日 宮本玲子会員今月の誕生者
出席の斎木妙子会員のハッピイバースデイソングを

ビジターの方 よくらっしゃいました。会長挨拶

は如来寺での例会です。出欠返事を までによろ幹事報告 11/20 11/11
しく。本日例会後は理事会です。

ポリオ撲滅の該当募金を （日）武蔵が辻のエムザ前大沼俊昭Ｒ財団委員長 11/9
で ： ～ までおこないます。多くのご参加をお願いします。13 00 16:00

ウイーンリンクＲＣもメイキャップと浦安東京ベイホテル石丸幹夫会報委員長
東急でのロータリー日韓親善会議の様子をスライド映写します。

¥6,000 ¥271,735 ¥3,478,192ニコニコボックス 本年度合計 残高
諸江会員の卓話を楽しみにしています。 しばらく、メーキャップ続きでした。ウ坂口会長 石丸会員

イーン、東京と忙しいことでした。また、会員増強と会報への投稿をお願い致します。 諸江会大平会員

員の卓話、ご苦労様です。 如来寺さまでの石仏彫りが無事に終了。 魂も入れて頂き仏となり市島会員

ました。感想は、重かった！ 痛かった！ しかし、感動した！

「国際為替から推む世界経済の中の日本」講話の時間 諸江明祐会員

いまの円高は輸出では大打撃、輸入は大歓迎と言うことになってい
ます。瞬間的に 円を割ることもあるでしょうが、 ～ 位100 105 110.20
に落ち着くものと思います。ユーロは 位でしょう。中国の人民元129
は世界の工場と言われている中国での固定相場はあり得ません。 ～50

歳の人のマーケット商品開発が大手で進んでいます。若者は対象か55
らはずしています。月平均 円の所得者が対象で先端を行く、粋623.800
である事です。セブンイレブンは 代の客は対象からカットしていま20
す。フィットネッス
クラブも対象は中高
年です。料亭は高級
を、病院も客が選ぶ
時代、リストラと言
わないでバージョン
アップといいます。

、多くの職員をへらし
有能な人を採用する
時代です。ただ減ら

す事ではありません。等 （原稿到着次第 再----
記載します ）。
点鐘

ホテル日航 Ｆ3
通算 回258

24/41 58.54%出席

80.15%9 月修正出席率

2003.10.9

その他予定 例会
韓国語10/16 上坂典子氏

矢島久美㈱エイム教育ディレクター10/23
韓国語「フリーターの活性化」

５週のため休会10/30
カンボジアの地雷被害 飛鳥寛惠師11/6

韓国語

「トン先生の本音トーク」東山会員11/13
定例理事会

韓国語11/20 如来寺 坪倉かなうさん演奏
「日本をはなれてみたとき」11/27

米山奨学生バチュラチャリア ソバナさん
韓国語

韓国語12/4
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2003.10/9１０月定例理事会議事録
場所：日航ホテル
１．開会宣言
２．理事・役員名 坂口 炭谷 前田 野城 池田 西村 北山 村田 石丸 谷 宮永 金 大沼 市島 以上
１４名 事務局
３．議事録作成者 指名
４．前回議事録の承認
５．幹事報告、審議協議、各委員会報
告 依頼 確認事項
１）年次総会について
１２月４日（木）の例会の卓話の時間
に行う。炭谷会長エレクト、次期幹事

魏 、野城会員を中心に準備をして
もらう。
２）年忘れ例会について １２月１８
日（木）３Ｆ 孔雀の間を予約済み親

、 。睦委員会を中心に 準備を進めて貰う
３）国際大会について（大阪大会）平
成１６年５月２３日（日）～２６
日（水）本大会開催・ 本大会
出席者・・・クラブ代表で５名程

登録料をクラブで補助する
迄に登録すると、登録料が12/15

安くなる。
・２２日（土）京都宝ヶ池プリン
スホテル ２０室予約済み 姉
妹クラブとの懇親会を予定してい
るので、多くの参加を望む （現
地集合 宿泊代と懇親会代で３
万円程度）追って全会員へ案内す
る。
４）ポリオ撲滅街頭キャンペーン
について ・１１月９日（日）午
後１～４時 会員の子供、孫でも
ＯＫ

・百万石ＲＣの担当場所 名
鉄エムザ ・クラブ代表参加人数

５名以上の出席者を出す。会員
へ募集の案内を出す。

会場変更例会
出欠のお返事を

幹事


