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2004 11 30 No.163『友』インターネット速報 年 月 日
第 回会長主催祝賀会議が韓国で開催1

が、今月 日、韓国・大邱（テグ）で、 人を超え今年度の第 回国際ロータリー（ＲＩ）会長主催祝賀会議1 15 2,500
るロータリアンの出席のもと開催されました。この会議では、地域社会で、また世界で人道的活動に取り組んでい
る 万 人の韓国ロータリアンの貢献をたたえることを目的として、本会議と合わせて各地域の顕著な奉仕活4 9,000
動についてのパネルディスカッションが開かれました。グレン・エステスＲＩ会長は、基調講演で、ロータリー財
団への寛大かつ不断の支援に対し、韓国ロータリアンに感謝の意を表し、彼らのロータリアン一人当たりの寄付額
が最高水準であることに対し、世界で数百万人の生活を改善していると述べました。本会議では、米貨 万ドル130
という総寄付額を発表。大口寄付者が表彰されました。また、エステス会長は、世界の各地を訪れると、ポリオ撲
滅推進活動のように、財団の支援を受けたすばらしい活動を直接見ることができますが、最も大切なのは、ロータ

今年度第 回ＲＩ会長主催祝賀リアンがそれぞれの地域社会で行っている奉仕であると話しました。 なお、 6
されます。登録締め切りは 月 日ですので、登録されていない方は会議は、 年 月 日に、東京で開催2005 4 30 12 10

お早めにお申し込みください 詳細は ロータリーの友 月号横組 ページ または 友 ホームページ ロ。（ 、『 』 、 、『 』 「12 33
ータリーニュース」をご覧ください 『友』ホームページ情報『ロータリーの友』 月号を 『友』ホームページ。） 、12

12 12に掲載しました。 月号では 「家族月間」にちなんだ記事を特集で掲載しています。日本語コンテンツ右上の、
月号の表紙をクリックしてください。 です。http://www.rotary-no-tomo.jp

８ＲＣ新年合同例会についてのお願い
当ＲＣがホストクラブ 実行委員会を発足となり御世話をすることになっております。先日の理事・役員会に於いて

に入りました。８年に一回 廻ってくるホストクラブですので、全会員一致団結しご協力を頂き百万石し準備段階
当日の役割分担など詳細は追ＲＣらしい合同例会にするため、全員出席で何卒宜しくお願い申し上げます。なお、

ご連絡致します。 ※準備の都合上、当クって 日時 平成１７年１月６日（木）１２：３０ 点鐘 ～１４：００
ラブ会員は になります。場所 ホテル日航金沢４階「鶴の間」以上 止む終えない事情で出席１１：００頃の集合
できない方は、事務局まで早めにご連絡ください

。毎年恒例の年忘れ例会を下記の通り催したいと思います
皆さんお楽しみのオークションやビンゴゲーム、金沢百万石アンサンブルによる素囃子などを企画しております

ので、ご家族・ご友人などお誘い合わせの上、ご出席頂きますようご案内申し上げます。
日時 １２月１６日（木） １９：００ 点鐘 （～２１：００頃） 場所 ホテル日航 ４Ｆ 鶴の間 会
費 会員 円 御同伴者（中学生以上） 円 子供（小学生以下） 円8,000 6,000 2,000

。※出欠のご連絡を１２月９日（木）必着オークションに出品して頂ける品物を一人一品以上、当日ご持参下さい
で宜敷お願いいたします。

本年度の目標１０人の会員増強は炭谷年度の第一の事業です。是非会員の皆様お願新会員を推薦して下さい
いいたします。 といいますが、新会員勧誘の声をかけた事がない会員はおられない様にお願いい播かぬ種は生えぬ
たします。ぜひ御協力を！会長 炭谷亮一 増強委員長 山下公一 委員 石丸幹夫
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点 鐘
『手に手ロータリーソング

つないで』
四つのテスト

景気のいいの会長 挨拶
は米国です。 なぜならば赤
字平気の政策だからです。わ
れわれはこれに奉仕していま
す。

金会員の同伴者 宮田 龍和（りゅうわ）様 すずみが丘病院 副院長特別ゲスト
金沢北ＲＣ 中田秀雄様ビジター紹介

《 食 事 》
なし幹 事 報 告 ・ 委 員 会 報 告

13,000 276,000ニコニコＢＯＸ ￥ 本年度合計 ￥
4,234,076-残高 ￥

魏会員、今日の卓話は、おいしい、おいしい話をして下さい。炭谷会長

、 。魏 会員 ①皆さん 今晩は！長い間休ませて頂き有り難うございます

②念願の小松－上海便が、本日第一便が飛びました。とても、うれしいで

す。末永く継続していけるために是非、皆さんのお力添えをお願い致しま

す。 上海便ができて、中国が近くなりました。魏会員、宜し石丸会員

くお願い致します。 魏幹事のお話を楽しみにしています。木場会員

二木さん 「現代の名工」の表彰おめでとうございます。魏会水野会員 、

員の卓話を楽しみにしています。 二木さん 「現代の名工」おめでとうございます。村田会員 、

魏さんの卓話を楽しみにしています。吉田光穂会員

豊中物産㈱ 菜香楼 社長 魏 賢任 会員講話の時間 『小松－上海便』

福井県と協力して２年前に この便をつくることにしました。 この件については富山
県もうごいていまして そのためかえって両県ともに上海便が出来ないかも知れない状
態でした。私としましては大変不安でした。中国人にとって金沢は殆ど知りません。し
かし今後 年したら日本の表と裏がひっくり返ると予言する人もいます。今や富山、100
石川が上海便を争奪合戦をしている時で
はありません。孫子の兵法では戦わずし
て勝つ、でありますように両県とも共倒
れになってしまいます。 富山石川とは
手を組んで行動すべきです。 富山は大
連地区と北京で 石川は上海でと２億８
千万人とが結ばれる事になります。例え
ば健康指向の多い北京地区には富山の
薬、他富山、石川には中国のこれらの地

区の人達に魅力的な自然、海、温泉や 魯迅と藤野先生、泰澄大師
など人間交流の歴史も沢山あります。北海道と沖縄の両方の良さを
もった北陸です。もっと北陸をアッピールして多くの中国人に見て
貰いたいと思います。上海便をもっと強くしたいと思います。

点 鐘
会 員 消 息

二木秀樹会員が受賞

卓越した技術や技能を持つ職人
に送る として「現代の名工」

厚生労働省より表彰され11/25
ました。

氏は二木調整店代表取締役社
長で親子２代の表彰となりまし
た。おめでとうございます。
写真は北国新聞朝刊 より11/26
表彰式にて 東京・虎ノ門

その他予定 例会
韓国語11/25 魏 賢任会員

理事会12/2 蓑 外史男 氏 自己啓発センター

年次総会・クラブフォーラム12/9
「次年度役員の選出 ・ ８ＲＣ新年合同例会について」」「

年忘れ例会12/16
８ＲＣ新年合同例会（金沢百万石ＲＣ担当）1/6

８ＲＣ新年合同例会2004 1/6
会場変更例会 （於：祐専寺（大沼 俊昭会員宅）1/13

（ ）1/20 木砂和久様 オーストラリア在住 炭谷会長ご友人

回311
ホテル日航 Ｆﾛｰｽﾞﾙｰﾑ30

％出席 19/41 46.34
76.42８月修正出席率
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