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ロータリー・クラブは何をするのか ポリオ撲滅 国際教育 平和 識字率向上
員増強推進計画（ ）会 MDI

会員増強活動を支援し、充実させる新しく創造的なアプローチやプログラム、ツールの採用をクラブに奨励するた
め、 は各地区から、会員増強に好ましい影響を与えた画期的プログラムや方策、ツールを開発・実施し成功させRI

1 2 MDEA MembershipDevelopmentた つのクラブを表彰します 国際ロータリーは 種類の会員増強賞 すなわち。 、 、 （
＝会員増強および拡大賞）と （ ＝会員増強新計画）をand Extension Award MDI Membership Development Initiatives

設けています。

ロータリーと青少年
ここに、青少年と共に活動するロータリーの例を つご紹介します。2
ロータリー財団教育プログラムは、世界中の大学へ留学する 人近い奨学生を援助しています。これらのプ• 1,500

ログラムの一つに、平和および紛争解決の分野における国際問題研究のためのロータリー・センターがあります。
これは将来の外交官や国際的リーダーを育てるプログラムです。毎年、この分野の修士号を取得するため、 名の70
学生が つの有名大学へ留学します。このプログラムによって、世界の平和と理解につながるよう、人々に寛容の7
精神と協力心を培うというロータリーの取り組みがさらに充実します。

年以来、ロータリー青少年交換プログラムの豊かな内容によって、世界中の学生やホスト・ファミリーにと• 1927
ってますます可能性が広がり、さらに人生を充実させることができるようになりました。このプログラムは、ロー
タリー・クラブが存在する国ならどこにでも 年間の外国留学をすることができるチャンスを与えるもので、 歳1 15
から 歳の 千人ほどの学生が参加します。18 8

われわれのロータリークラブのチャーターナイトにも参加してくださった李 在田将軍（韓国ソウル市訃 報
漢陽 ）が 週間ほど前に大腸癌で亡くなられたそうです。 歳であったそうです。韓国漢字普及協会の会長もRC 1 78
務められ、リムパックのとき（陸軍中将）の部下が現在アメリカの国務長官パウエル氏であり、戦争記念館の館長
時代に私ども夫婦に会い交流を続けて来ました。去年の夏に会ったときは「少し、足元がふらついているかな？歳
も歳だし 」とおもっていました。日本のうなぎが大好きだった将軍。残念です。 江守 巧。

韓国と漢字の話在りし日の李在田氏の
もう 年前に韓国でわたしは漢字文化圏での漢字の大切さを認識し、韓国での漢字を大10

切にする運動に取り組んでいます。すで
にヨーロッパではＥＣを中心としてユー
ロも始まっています。東北アジアに眠る

、 。共通の文字 漢字を使うべきと思います
どうして韓国ではハングルのみにかたよ
るのか？指導者も大統領がそうだからと
思っていることが根拠らしい （氏は韓国。

の元軍人で中将、朴正 大統領護衛官副隊長で政界の重鎮であ煕
）った

（会報１０号 第 回例会にて）1998.7.2 10
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金大 文学部 ホールナルド・ポール氏7/1
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横川善正氏（金沢美術工芸大学教授）7/15
「ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞの生活とｱｰﾄ」

金沢工大教授 鈴木良次先生7/22
「 」金沢地域における知的ｸﾗｽﾀｰ形成の戦略
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宮本さんのお世話会長挨拶
でここ淺野川画廊での例会に
なりました。ゲストにはギタ
ーの谷内さんにお願いしまし
た。ソバナさんや家族のみな
さ クラッシクギターゲスト
谷内直樹氏
韓国語講座講師 宋有宰先生

米山奨学生バジュラチャリ
ャ・ソバナさん 韓国語講座受講生 福間真佐子さん 村田会員夫人
村田順子さん

なしヴィジター
どちらかと言うと欠席の多い会員ですが、本日ここで例会をお世話させていただ宮本玲子会員

く事になりました。沢山出席有難うございます （会員から３回分のメイキャップにしたら の発。
言あり）
《食 事》 ～テーブルバイキング～

谷内直樹さんのギター演奏講話の時間
カバティーナ「ディア・ハンター」より（マイヤー
ス） 最後のトレモロ（バリオス） 「魔笛」の主
題による変奏曲（ソル） アストｳリアス（アルベ

アンコール１曲ニス）セビリア（アルベニス）
歓 談
（中締め）挨拶 谷ＳＡＡ閉 会

（新旧理事・役員会）日時：平成１６年６月１０日（木） 場所：日航ホテル６月定例理事会議事録
．開会宣言 ．新旧理事・役員名 坂口 二木 炭谷 前田 魏 野城 池田 西村 村田 石丸 吉田 竹田 谷１ ２

宮永 齋木 江守巧水野木村幸 山下 以上１９名

．議事録作成者 指名 ．前回議事録の承認３ ４

．幹事報告、審議協議、各委員会報告 依頼 確認事項５

① 次年度予算（案）について

¥1,119555 ¥12,076,275６月末見込みの繰越金 を加えて収入金額は

収入の部のニコニコボックスからの繰入の の内訳は国際奉仕委員会へ南光州ＲＣﾏｯﾁﾝｸﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞとﾎﾟﾘｵ撲滅寄附として¥336,720
。¥216,720

へﾒｲｸｱｳｲｯｼｭ・ﾁｬｲﾙﾄ゙ ﾗｲﾝへの支援 。この２委員会の分が支出の部で昨年度予算より上乗せされている。新世代委員会 ¥120,000
…ｸﾗﾌﾞ要覧の代金のみとし減額、ｲﾝｸ代や紙代は事務局費に加え消耗品費が増額。会報委員会

…韓国交流の為の翻訳代として５万円昨年より増額。友好委員会

…ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽからの繰入の他南光州ＲＣﾎｰﾑｽﾃｲ、ﾍﾞﾙｷﾞｰ短期交換学生受入で２５万円計上。国際奉仕

…ﾎﾃﾙ側から会食代としてｷﾞｬﾗﾝﾃｲ数３０食から２８食に減食してもらった為減額。例会費

は、年２回に減らす。会場提供者の負担を考慮。特別積立金＝会場変更例会費

以上で 次年度の繰越金 になる見込み。 承認¥526,299
★ １６年 ７月 ８日（木） ０３－０４年度決算報告次回（新旧）理事会の開催

例会後 ホテルインかなざわにて韓国語講座講師 宋有宰先生の謝恩会
本年度の韓国語講座がおわり、賑やかで楽しい会でした。

淺の川画廊にて
通算 回290

30/43 69.77%出席

月修正出席率3
2004.6.17

米山奨学生
ソバナさん
（ネパール）


