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離 任 御 挨 拶
地区南光州ＲＣ第 代会長 （ペガン オ チャンキョウ）RI3710 36 白光 呉贊教

本日 我が南光州 ～ 年度新旧会長が就任式を祝賀して参加して下さった国RC2005 2006
際ロータリー 地区 龍忍 金成信総裁様 歴代総裁様 ビョン・トゥファン次期総3710 , ,
裁様 李承采次次期総裁様 ジェグァンクラブ会長総務様と日本からこられた金沢百万, , .
石クラブの炭谷会長様、 年という歴史を積み重ねて奉仕してこられた本クラブの歴代会35
長、会友令夫人そして内外貴賓の皆様には深く感謝申し上げます。. .
伝統名門クラブを継承発展させるべきという責任感で本クラブ会長に就任したのが昨日の

1 , _ようですが、すでに 年という歳月が流れて辞任の挨拶をするようになるとは 歳月の
はかなさを感じさせます。
就任の始めクラブ発展のためには中堅会員らの育成を早急に解決して会員増強を成し遂げ,

るという決心をしましたが振り返ってみますと足らない事が多い一年だったと思います。事実、能力に限界があっ
て経験が不足して招いた結果でクラブ発展に大きく寄与できない点恥ずかしくて申し訳ないと思うところです。
去る 年の間、真に難しい経済条件にもかかわらず 一生懸命にクラブ発展のために参加して下さって激励して下さ1 ,

. , 37った会員の皆様と令夫人様 、真に頭を下げて感謝の言葉を差し上げたく存じます。南光州ロータリークラブ第
代 巨松 千命培会長の就任をお祝い申し上げて私が収拾することができなかった所をよくごらんになって、活気
があふれる本クラブになるべく、申し訳ありませんが、ご期待いたすところです。
最後に去る一年間会員皆様の熱い声援に感謝申し上げてこの席に共にされたロータリアン そして来賓皆様の家庭と.

。職場に祝福と光栄が共にありますように祈願致します
（金）韓国光州市無等パークホテル４層コンペンションホールにて（ 姉妹クラブ会長）2005.6.10

魏賢任社長会 員 消 息
金沢に中華街を を目標に、創業から８年が過ぎた。展開している中国料理店「菜香楼」の人気は高く、グループ

の売上は 億 千万円を突破したが 「中華街」にはほど遠いと先の目標を見据える。駅西のオフィ6 5 、
ス街近くに構える予定の料亭旅館「萬来閣 （仮称）への期待は大きい。数年後には、周辺に中華街」
や足つぼマッサージ店も出す計画という 「太極拳を教えられる広場も整備したい」と、中華街への。

H17.6.16実現へ意欲を燃やしている。 北国新聞
会員情報を下さい （会報委員会）------

----- -クラブフォーラムつづき

点 鐘国際奉仕 副幹事 会長エレクト 会長 事務局つぎはネパールを

碧い大気
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録音テープきれで記
録がありませんが
本年はありがとうご
ざいました。来年も
よろしくおねがいい
たします 。。
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点 鐘
“ 我等の生業 ”ロータリーソング

ト四つテス
韓国の南光州ＲＣ３５周年の会長挨拶

新旧役員交代の厳かな式典を見てきまし
た。 先日の金沢 の会合はタバコ吸8RC
い放題でびっくりしました。禁煙しない
なら欠席すると宣言しました。

アポン・ブイヤン さん特別ゲスト
宮崎中央ＲＣ 田島 直也 様、 苫小牧ＲＣヴィジター

橋本 洋一 様、 金沢東ＲＣ 岩城 紀男 様

１カ年 二木 秀樹 会員皆出席顕彰
《 》食 事

6,000 ¥626,246ニコニコＢＯＸ ¥ 本年度合計
¥4,742,635-残高

先週 光州の休日を本当にエン炭谷会長

ジョイしました。江守巧・道子会員 本日も、アポン・ブイヤンと一緒に

来ました。 ２ヶ月ぶりに参りました。５月１日に次男の結婚東海林会員

を機に部屋をレッスン室に改装しました。新しいピアノ（ウイーンのベーゼ

ンドルファー）も入りました。

★ネパールへの支援金として善意の寄附がました。感謝致します （如来寺）ご寄付感謝 。
小立野善隣館さらな園 職員 田中信枝様より 円3000
★事務局の電話を竹田会員がＨＡＲＤ ＯＦＦから購入し寄附してくださいました。 雑音がな
くなり聞きやすくなりました。有り難うございます。

日本リハビリテーショゲストスピーチ： 宮崎中央ＲＣ 田島 直也 様、
ン学会で宮崎からまいりました。

学会でまいりました。金沢市は学生時代にもき苫小牧ＲＣ 橋本 洋一 様、
ましたが、ＫＫＲに泊まっています。

司会：竹田敬一郎会員講話の時間 クラブフォーラム「 一年を振り返って」
司会：
この１年間どんな事を
されたか、先ずご後報
告下さい。

禁煙運動職業奉仕：
をしました。８ 新RC
年会もしました。又よ
ろしく、

コン社会奉仕： 4/2
サートしました。こ
のなかで親睦ができ
ました。

チャイルド新世代：
ライン・メイクアウ
イッシュ・コンサー
ト援助の他・恒例の
空き缶拾いは市の行

事の清掃奉仕に参加に変更しまし
た。 以後、中高校生
との新しい奉仕を考え
ています。

これから厳しく監査：
やわらかく 月になっ7

てから監査いたします。
やっと慣SAA：

れたら終わりになっ
て、自分の勉強にな

り ま し
た。

わからんうR 情報：
ちに終わりです。

会報・増強：
相川さんが本当によ
くやってくださいま
して、何とかやれま
した。又、増強もお
願いします。

ロータリーの修練：
、手引きをみなさまに

またもっと新会員と
の交流を来期はして
欲しい。

副企画：
ががんばれという事
でしたが、木村さん
が楽しく、良くして
下さいました。

光州への珍島親睦：
の海割れ観光はでき
ませんでした。次の
方よろ
しく。

月米山：
初め貯金箱の中身
は でした。¥34075

金沢市の地域発展：
都市構想にあわせて
やりたい。

を１副会長：SAA
。回やった程度です

あまりしませんで
した。

副 親睦SAA
皆出席
日韓交流のためと
チャリティ音楽会

の出演の大活躍

回336
5Fホテル日航

20056.16
％出席 16/40 55

％１月修正出席率 86.88


