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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
意義深い言葉
本人は知らなくとも、ロータリー入会の推薦を待っているに等しい有資格の人々は非常に多く存在します。私たち
一人ひとりはロータリアンとして、ロータリー・クラブの会員になるよう誘う行動に出なければなりません 」。

サミュエル グリーン 年度会員増強・退会防止委員会副委員長? L . 2003 04

ロータリーの地域社会や世界への奉仕の 年を共に祝うたロータリー 周年を祝う 年シカゴ大会100 2005 100
め、この世界随一の街においでくださるよう、私から朋友ロータリアンの皆さんを個人的にご招待申し上げます。

リチャード デイリー・シカゴ市長— M..
ロータリー発祥の地シカゴほど100 周年にロータリーを祝うにふさわしい場所があるでしょうか。6 月18 ～22 日に予定され
ている2005 年RI 国際大会に集まるロータリアンの皆さんには、五大湖畔に位置するエネルギッシュで活気に満ちた街、文
化的アトラクションや美術館、建造物、独特なレストラン、「魅惑の1 マイル」と呼ばれるショッピング街で世界に知られるシカ
ゴを体験していただけます

についてMatching Grant
として韓国南光州 、金沢百万石 、京都北東 の３クラブが合同でおこないまRI 100創立 周年記念事業 RC RC RC

す。呼びかけは韓国南光州 ですが、事業聡予算は＄ です。現在この計画案に京都北東クラブが をRC 34,000 $1,500
賛成協力して下さいました。すでに百万石クラブ
は＄ を予算にくみましたが、あと＄ の30,000 1,500
協力が出来ればと思っています。

なお、事業の内容は韓国の独居、零細老人、Ｈ
ｏｓｐｉｃｅ患者 奉仕様沐浴車の購入費です。
ロータリー１００年金沢百万石－南光州－京都北東
記念号の購入のためよろしくお願いいたします。

韓国語講座のお知らせ
前年度から引き続き韓国語講座を、８月より下記の通り再開したいと思います。改めて、会員を募集致しますので

ご家族、ご友人お誘い合わせの上どうぞお申し込みください。
今年度こそ ！南光州ＲＣへの訪問、珍島の海割れの観光を企画できるよう頑張りますので よろしくお願い致し
ます。この機会に、韓国との交流や観光のお役に立てください。 講師 宋 有宰 氏
受講料２０，０００円 （２０回の予定）なお、受講
料は前払いでお願い致します。 場 所 例会場

日 程 例会終了後で 予定日は
8/5,26 9/16,30 10/7,28 11/4,18,24 12/2

1/20,27 2/3,17,24 3/3,17,24 4/7,21
上記日程に変更が生じた場合は、追ってご連絡致※

します。申込み先 親睦委員（齋木）または、事務局

その他予定 例会
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」
韓国ホームステイの学生を紹介他7/29

１Ｆ8/12 納涼例会 日月(ひづき)セントラルアークビル

碧い大気
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金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku

・

2004～2005
炭谷亮一 二木秀樹 坂口國男 江守巧 岩倉舟伊智（理事） 会長： 会長ｲﾚｸﾄ： 直前会長： 副会長：

池田裕之 木村幸生幹事： 副幹事： 会計： クラブ奉仕委員長：魏賢任 野城勲 水野陽子
村田祐一 木村陽子 西村邦雄職業奉仕委員長： 社会奉仕委員長 国際奉仕委員長： 新世代委員長：：北山吉明

吉田昭生 高嶋由治 谷伊津子 市島明子（役員）監査： 例会： ： 情報 広報SAA RC江守道子
石丸幹夫 山下公一 木場紀子 宮永満祐美 齋木妙子会報 増強拡大 修練選考 企画 親睦
東山卓嗣 岩倉舟伊智 東海林也令子 石丸幹夫友好 R 財団委員長 米山委員長 地域発展委員

(事務局) 相川晶代
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 2F 920-0852 3-2 T262-2211 F262-2241事務室 ライブ ビル 〒 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

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

RC $6,000内訳はＨｏｓｔの南光州 が
Sponor RC $6,000の金沢百万石 とその友好クラブ

R $6,000財団クラブ補助５０％
$8,000３７１０地区が

R $8,000財団地区補助１００％
$34,000合計
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我等の生業点 鐘 ＳＯＮＧ
四つのテスト

：暑い日が続きますが、皆様お変わりございま会長挨拶
せんか？
特に今日は話すことありません。

（卓話者） 金沢美術工芸大学 教授 横特別ゲスト
川 善正 先生

金沢南ＲＣ 松本 要 会員メイキャップ
《 食 事 》

魏賢任幹事幹事報告
木村陽子国際奉仕委員長 例会後に南光州 からの少年の件の委員会報告 RC

話あいをしますので、関係者は残って下さい。

￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥ニコニコボックス 6,000 53,000
4,011,059-

卓話に横川先生をお迎えして 皆さん、こんばんは。本日の例会炭谷会長 魏 幹事

は、県の日中友好協会の訪中ミションで、欠席させて頂きます。今度よろしければ、一杯

お土産話をさせて頂きます。 横川先生の卓話を楽しみにしています。木村幸生会員

金沢美術工芸大学教授 横川善正 先生講話の時間 『 スコットランドの生活とアート』
紹介者 木村幸生会員

イギリスは遠くて近い国である。イギリスは４つの国からなっている。其の一つ
がス コットランドである。スコットランドはケント族からなり、ケント語が使わ
れている。日本に例えるとアイヌ民族に相当するだろう。イングランドに国を乗っ
取られ、 追いやられたその怨念は深そうだ。北海油田の成功で独立を考えている
人達もいるよ うだ。スコットランドのお粥を「オーツ」というが原料は「カラス
麦」である。イングランド人は「馬の食べ物だ」と軽蔑するが 「オーツを食べて、
いるから、イギリスの偉人にはスコットランド人が多い」とやり返している。経済
学のアダムスミス、蒸 気機関の発明のジェームスワット、ヒース元首相その他 錚
錚たる人達を輩出している。スコットランドの国民性は勤勉、忍耐、自立心だそう
だ。 昔の日本に似ている。まだ実証されていないが、東洋人と起源が近そうだと
も。
話が変わるが 「タータン」と言うが「タータンチェック」とは言わない。後者は、

。 、「 」 、 。和 製英語である さて タータン の模様には何種類かあり 其々に意味がある
以下列挙する。

：襲う人（アイルランドからケルトに移住した時の出来事が由来）SCOTT
：自由 ：忠実 ：曇りの無い ：元気 ：虐げら れWALLACE STEWART NEPIER MONTGOMERY MACMILLAN

た人を助けるなどなど 「前向き」の意味のものが多い。当時グラスゴーを基地と してわが国との交流があり、こ。
の「タータン」のモットーは明治のお手本になってい る。 この時代に日本の物を大変上手くスコットランドに取

。 、 、り入れた人物に建築家でありデ ザイナーであるマッキントッシュがいる 例えばそろばんを壁にアレンジ 家紋
着 物、浮世絵、市松模様、生け花などを建築、生活品に取り入れている。もっとよくお知りになりたい方は先生

点鐘の著書「スコットランド石と水の国」岩波書店 をお読みください。

韓国南光州ＲＣ青少年交換団が来ます。 （月）小松 着～ （金）小松 発7/26 14:50 7/30 16:05

李知樹 歳女（朴天学会員孫） 朴寶賢 歳女（金千洙会員姪） 李慶顥 歳男（李承采会員子）13 15 15
い じ す ぱくぼひょん いきょんほ

李徳煕 歳男（李承采会員子） 尹 鉦 元 歳男（尹萬重会員子） 宋 原 燦 歳男（宋俊榮会員子）15 17 15
い と っ き ゆんじょんうおんｊ そんうおんちゃん

希望事項 日本の中高校生との座談会、福祉施設見学（如来寺のような養老院、託児所など 、観光）
是非 韓国青少年交換（ホームステイ）受入のお願いいたします。事務局まで

『 納涼例会のご案内 』
今回は、古谷会員にご協力頂き暑気を払い会員の皆様と“ 涼 ”を求めて一夜の例会を過ごしたいと思います。

多数のご出席をお願い致します。 敬 具
日 時： ８月１２日(木) 午後７時より

（セントラルホテル向かい）場 所： 『 日月(ひづき) 』 セントラルアークビル１Ｆ
076 263 2822駅北区画５街区６ ＴＥＬ ( )

参加費： 会員 １，５００円（食事・飲み代） 家族 ４，０００円（ 〃 ）
※ ご都合の悪い場合は、前日までにご連絡願います。 出欠〆切： ８月１０日（火）

通算 回294
ホテル日航 ム5F

18/41 43.9%出席

月修正出席率3
2004.7.15


