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会長の強調事項(ロータリー家族、健康問題、識字と教育および浄水)、ポリオ・プラス、及び会員増強RI
地区大会の登録〆切 （木） （土 ・ （日） 於：魚津 東京第一ホテル、ありそドーム8/26 10/23 24）

２００４年ベルギー短期交換留学生をむかえて
地区プログラムの中、金沢百万石クラブ

は から まで４人の青年を迎えまし8/21 27
た。

富山県から移動し、 ルネス8/21（土） 11:00
炭谷、村かなざわ ホスト家庭へ（16:00

） ホテルイン金沢で昼田 8/22（日） 11:30
食、 市内観光 柿木畠銀座ライ13:30 18:30

炭谷栄理さん、北山杏子さんオンで夕食（
） ベルギー庭園記念同行 8/23（月）10:00

植樹 卯辰山工芸工房 昼食六角動 片町
火)ショッピング（ ）炭谷栄理さん同行 8/24（

金箔工芸体験 キリンビール見学と13:30
（ ）バーベキュー（ ）炭谷栄理さん同行 8/25 水

県立音楽堂見学館長の説明 踊り発表1:15
会 コンサートを聴き 全日空ホテルで軽

北山杏子さん 石丸夫人 炭谷夫人食（
14:00 17:30 15:35村田夫人ら同行） 金沢市長表敬訪問 金沢スカイホテルでさよならパーティー8/26 8/27（木）

小松空港発
以上のスケジュールでした。お世話いた方大変有

難うございました。ベルギーの青年達も是非ベルギ
ーに来てくださいとのことでした。

日下 さち子さんの ピアノリサイタ
ルをよろしく

（金沢百万石ＲＣ後援）
ハンガリーの情景
ソナタ第８番 ／ ６つの小品 ／ バラード第２
番 ／ 組曲 ／ハンガリー狂詩曲 第１２番

石川県文教会館ホール 開場９／１０（金）
１８：３０
開演 １９

：００ 前売り
２，０００円 （東海林会員まで）

その他予定 例会
藤田清ガバナー補佐訪問例会9/2
近藤俊行ガバナー訪問例会9/16
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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

炭谷栄理さん 北山杏子さんとベルギーの青年達 菜香楼にて

県立音楽堂でコンサートを鑑賞後 全日空ホテルで
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点 鐘
手に手つないでSONG

四つのテスト
会長挨拶 二木秀樹会

炭谷会長が長エレクト
ベルギー交換学生の送
別会に出席しているた
め、代行して挨拶しま
す。今日の卓話は、イ

ンドネシアのスラバヤＲＣからおいでになったニーロ プルナミさんです。興味ある
お話をうかがえるものと期待しています。

（ ）特別ゲスト 3400 SURAVAYA RC Dr.NYILO PURNAMI地区 ニーロ プルナミ
同上メイキャップ

１０月２３日、２４日に開魏 幹事
催される地区大会になるだけ多くの会
員が参加されるようお願い致します。
事務務局までお知らせ下さい。

食 事
ニコニコボックス

13,000 121,000￥ 本年度合計 ￥

4079,059-残高 ￥
ベルギーの交換留学生の送別炭谷会長

会の為、本日の例会を欠席させて頂きます。二木会長エレクト、あと宜しくお願

いします。ＰＳ． 明日からニューヨークで夏休みです。とっても嬉しいです。 皆さん、こんばんは。お元気で魏 幹事

お過ごしでしょうか。Ｄｒ．ニーロ プルナミさん、ようこそ日本に。また、百万石ＲＣにお越し下さいまして。卓話を楽しみ

山下会員にしております。来週、また中国の大連に食品の安全安心というテーマの視察に行って来ます。どうぞよろしく。

スラバヤＲＣのニーロさんを迎えて。卓話を楽しみに。 インドネシアからのお客様、ようこそおいで下さ江守巧・道子会員

いました。 久しぶりに例会に出席しました。身体は、元気でしたが少し多忙でした。秋からまた、出席します。北山会員

ニーロ プルナミ様、卓話楽しみにしています。西村会員

「インドネシアの医療事情」講話の時間
山下会員紹介3400 SURAVAYA RC Dr.NYILO PURNAMI地区 （ニーロ プルナミ）

インドネシアは大小多数の島々からなり、面積は日本の 倍。人口5
は増加の一途で現在 億余り。医療事情は先進国に追いつこうと一生2
懸命である。医療保険は公務員だけのもので、一般民衆は自費診療のため十分な医療
を受けるのは容易ではない。医療設備は高価で、多くは日本の やオーストラリアJICA
などの国からの援助で整備されつつある。

さんはインドネシア第 の都市の国立大学Nyilo 2
アイランガ大学の分院の耳鼻科の中堅で、難聴・コ
ミュニケーションセンターのチーフになったばか
り。武田科学振興財団の奨学金で ヶ月間の日本で6

Hearingの研修を受けているところ。本拠は東京の
に置いて日本の数箇所の大学や病International Japan

院で研修している。金沢にも 週間滞在し、金大と4
金医大の耳鼻科で 週間づつ研修した。先進国の医学を貪欲に学んでいる。2

難聴は目に見えない障害で、先天性や後天性のものを放置すると社会生活に支
障をきたす結果となる。今では日本でほとんど見られなくなった中耳炎は、イン
ドネシアではまだ沢山ある。手術をし
たり、補聴器をつけさせたり、言語訓
練をするのが難聴・コミュニケーショ
ンセンターの役割である。 さんNyilo
はスラバヤ のメンバーで金沢を訪RC
れた機会に百万石 とのバナーの交RC
換とメイキャップをされた。ちなみに
、 。スラバヤには ほどの があり スラバヤ は一番の名門とのこと15 RC RC

日本に来て ヶ月になるが、 の例会に出席できたのは今回がはじめ4 RC
て。百万石 の皆さんと交歓をすることができて本当に楽しかった。RC
有難うございましたとのこと。 （山下公一記）

通算 回299
Fホテル日航５

17/41 41.46%出席

7 76.59月修正出席率

2004.8.26

アイランガ大学の分院


