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委員長 西村邦雄新世代委員会から 金沢市主催の「川と海のクリーン作戦」に参加して

月 日（日）早朝 時半に村田会員宅の4 24 7
駐車場に集合し、車に分乗して海浜プール
脇の集合場所に行きました。数百名が参加
する大規模な市民参加運動であることにま
ず驚きました。受付で参加申し込み後、各

、自渡されたゴミ袋を持って海岸に向かうと
快晴の青空、紺碧の海が現れ、この景色を

。見れただけでもラッキーといった気分です
ドライブで海岸線を走ることはあっても、
砂浜を散策することはめったにありません
から、よいきっかけになったのでした。海
岸のゴミは意外と少なく、参加者が多いこ
ともあって、 分ばかりで収集は終わり、40

集合場所に戻りました。紙コップ 杯のコンソメスープが振舞われて、解散となりました。村田会員宅の駐車場で1
炭谷会長の挨拶後、それぞれ次の目的地に散らばって行きました。ボランティアも出来たし、日曜日の予定にも響

江守巧、江守道子、北山吉明、木場紀子、炭谷亮一、谷伊津子、前かないので、三文の得をした気分でした。 参加者

田宏智、水野陽子、村田祐一、西村邦雄、相川晶代（敬称略）

4/16 17続編 韓国光州３７１０地区大会に参加 ～
昨年 月 日に こちらから近藤ガバナーが訪韓し、以10 10

来 地区と 地区が姉妹地区として、交流することにしま3710 2610
したが、その
事業の一つと
して、地区大
会へ訪問参加
があります。
作年は光州か
ら金成信ガバ
ナーご夫妻を
はじめ一行
６名が魚津市での

、 （ ）２６１０地区大会に参加されましたが 今年は４月１６日 土
にこちらから石丸幹夫地区友情交換委員長ら１８名が光州を訪

２ページにつづく問しました。そこでは大変な歓待をうけました。
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会長代理歓迎晩餐会にて金成信総裁の挨拶RI
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点 鐘－－－－
手に手つないでSONG

四つのテスト
本日は４月１日我がクラブの会長 挨拶

創立記念日です。近藤ガバナーからお祝い
状がきました。先週の金曜日からの韓国旅
行は本当に気持ちよい光州市でした。又、
行きたいと思います。

（卓話者）ＵＦＪつばさ証券 金沢支特別ゲスト紹介
店長今田 伸二 氏 （金沢香林坊ＲＣ）ヴィジター紹介 なし

《 食 事 》
次年度の卓話は百万石を幹 事 報 告 ・ 委 員 会 報 告 前田宏智次期企画委員長

重ねて企画したいと思います。
地区の地区大会に行って来ましたが、式石丸幹夫（地区友情交換委員長）3710

典には花火があがったり、 会長代理晩餐会や、ガバナーとの昼食会への招待RI
など本当に気配りをいただきました。

次の日曜日は清掃奉仕にご参加を までにむらた医西村邦雄新世代委員長 7:30
院集合です。

10,000 526,246 4,646,635-ニコニコＢＯＸ ￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥
※チャリテイコンサート収益金よりメイクアウイッシュ・チャイルドラインへの寄附金１０万入金
（１２月に支払い済み）

卓話、お招き有り難うございます。 卓話に香林坊ＲＣ会員の今香林坊ＲＣ 今田伸二会員 炭谷亮一会長

田さまをお迎えして。 皆様、こんばんは。今田様の経済についてのお話を楽しみにしており魏 賢任幹事

ます。昨今テレビなどで大げさに煽っている日中韓の関係が良い方向に向きますように祈念しております。日本

・中国・韓国が結束してアジア世界をリードするときではないかと思います。 今田さまの卓石丸幹夫会員

話を頂き有り難うございます。韓国光州の地区大会は、花火があったり驚きの連続でした。次は、ウイーンでメ

イクアップします。 今田伸二様、卓話楽しみにしています。会員の皆様へ、川と海のクリーン作戦ご参加西村邦雄会員

の程宜しくお願いします。

ＵＦＪつばさ証券 金沢支店長 今田伸二氏講話の時間 『簡単経済のあれこれ』
難しい本質をはぶいて経済を簡単に述べたい。経済には人間の知らない内に支配されてい

る法則があります。日本の歴史を見ると 年の享保乃改革以来いくつかの経済変動があり1716
ました。 のいざなぎ景気 はデフレ終了、 は景気1970 2005 2015
となるでしょう。主な循環サイクルとしてキチンサイクル 在庫
約 カ月、ジュグラーサイクル設備投資約 年、グズネッツ40 10

。サイクル建築約 年、コンドラサイクル技術革新約 年です25 50
－－－－ 点 鐘
先ず光州駅には多数のロータリーアンが横断幕で歓迎を表し、3710 地区大会つづき

昼の光州市の観光案内があって、夜の白勝基ＲＩ会長代理招待晩餐会に出席、そこに
は日本国旗と韓国国旗が並べて提げられていました（サイズは日本国旗の方が大
きかった 。 の） 新しい交流として河北南ＲＣの飯田会長等４名と光州念珠ＲＣ
朴庠根ガバナー補佐や会長、会員が同じテーブルを囲んで同席し、姉妹提携に向けて話しをすすめました。そして
光州念珠ＲＣ一行が５月９日（月）に河北南ＲＣを訪問する
事になりました。

があり、全員、４月１７日は全南大学校の大講堂で地区大会
前列の席に招待され、式
典は先ず花火でスタート
してもりあがった大会で
した。石丸委員長が近藤
ガバナーの祝辞を代読し
ました。講演はＫＢＳの
もとアナウンサーで大学
教授のジョンヨンウ氏で
「話し方について」で、

日本の徳
川無声の

。 、 、 。話も登場しました 午後 一行はパストガバナー等と料亭で昼食をいただきいた後 バスでソウルに向かいました
あわただしい旅行でしたが、韓国のロータリアンとの中身の濃い交流でした。
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