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理事会記録はホームページの会員の広場を見て下さいお知らせ
例会終了後は酒盞懇親会です。多くの出席を！（ ）※毎月第４週目の例会日 例会出れなかった人も

日 を日航ホテル 今年度は として開催します。ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞとしてのＩＭ（都市連合会）2/12( ) 当クラブがホストクラブ

年度 南光州RC－金沢百万石RC 青少年交換プログラム日程2005

姓 名 英 文 性別 年齢 推薦会員
嘉門 安広 ＫＡＭＯＮ ＹＡＳＵＨＩＲＯ 男 １４ 江守巧・道子会員
大平 健太郎 ＯＨＩＲＡ ＫＥＮＴＡＲＯ 男 １７ 江守巧・道子会員

《 日 程 》
7 /29（金） 小松空港出発 １５：２０ 発 仁川空港着 １７：１０ 着（JAL993便）

※ 朴世美様(朴天學會員 愛)出迎 019-252-4786)? (M.P.

金浦空港 20：30 発 光州 21：20 KAL(1309便) ※ Host家庭行

30日（土） 午前 朝鮮大CAMPUS,證心寺 午後 國立博物館,全南大CAMPUS,市 觀光?

31日（日） 全日 木浦 or 智異山,華嚴寺,南原觀光

8 /1 （月） 光州 07：00 発 金浦空港 ： KAL(1302便)07 55

仁川國際空港発 １２：２５発 小松着 １４：０５ 着（ＪＡＬ 994便）

(H)062-228-0557,(O)062-226-0889,(M.P.)016-9270-0889**HOST 承采(辯護士)次次期Governor**?

ＮＥＷＳ
ガバナー事務所のお休み

月 日（土）から 日（火）迄 お休平素より大変お世話になっております。 、旧盆の為> ガバナー事務所は8 13 16
致しますので> 宜しくお願い致します。 ご連絡がありましたので> 併せてお知らせいたします。み

希望の方は事務局までまだまだ残っています！ 100周年記念切手

スーダンで 万人を対象に全国予防接種日を実施600
月 ～ 日、スーダンで、 歳以下の子ども、約 万人7 8 18 5 600

を対象に、ポリオ 撲滅を目指して全国予防接種日を実施し
ました。同国唯一のロータリーク ラブである、カルトウム
ＲＣの会員を含む、 万人のボランティアたちが4
参加。道なき道をラクダやロバに乗り、たどり着くのが困

難な地域の子ど もたちのところへも行きました。

碧い大気
青い海 蒼い大地 Kanazawa Million Weekly Bulletin No. 0341 8.4 2005

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku

・

2005～2006
(役員 二木秀樹 （役員 江守巧理事・役員 会長 ： 会長ｲﾚｸﾄ ：） ）
（役員 （役員 野城勲副会長 ： 幹事 ：） ）北山吉明 宮永満祐美

池田裕之 吉田光穂副幹事： 会計： 直前会長： クラブ奉仕委員長：水野陽子 金沂秀 炭谷亮一
村田祐一 斎木妙子 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：：竹田敬一郎

吉田昭生 谷伊津子 北山吉明監査： 例会： ： 情報： 広報：SAA RC金沂秀 東海林也令子
石丸幹夫 炭谷亮一 木場紀子 （木村幸生）会報： 増強拡大： 修練選考： 企画：前田宏智
東山卓嗣 市島明子 大沼俊昭親睦： 友好：（木村陽子） 江守道子R 財団及び米山委員長： 地域発展：

相川晶代(事務局)
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

土日祝日事務局執務時間 月火水金 ： ～ ： 木 ： ～ ： 休憩時間 ： ～ ： 休日10 00 16 00 15 00 20 30 12 00 13 00

例 会 予 定
プリンツ・中田留美子ご夫妻7/28
遠藤将光氏 金沢医療センター心臓血管外科8/4
医長「小学校における禁煙指導の実情」

理事・役員会8/11
「休 会」8/18
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点 鐘
『手に手つなロータリーソング

いで』
四つのテスト

本当に素晴らしい会長挨拶
講師をお迎えして、会長は話しな
しにします。プリンツ様ご夫妻良
くいらっしゃいました。ベルーギ
ーへ出掛けられる宮永春香さん、
国際親善学生の桜田しのぶさん、韓国の光州を方有紋

される嘉門君と大平政樹君もようこそ。
特別ゲスト紹介
（卓話者）ウイーン国立音楽大学教授 マインハルト・プリンツ様と奥様の中田留美子様
＊ 年度 ベルギー交換学生 宮永 春香さん ＊ 年度国際親善奨学生 櫻田（さくらだ）しのぶ2005 2006-2007
さん（金沢美術工芸大学博士後期課程） ＊南光州ＲＣ青少年交換プログラム派遣生 嘉門（かもん）安広君 大
平 健太郎 君 ＊会員ご家族方々 嘉門真弓様、坪倉かなう様、岩城佐和子様、石丸恭子様、村田順子様、後出
有美様

金沢東ＲＣ 岩城紀男様 金沢西ＲＣ 中山芳男様ヴィジター紹介

国際親善活動の若人達

韓国光州市行きは明日 小松 です。 までに激励の見送りお願いします。ＳＡＡ： 7/29 15:30 14:30
《 食 事 》 本日の からのさしいれです。食前酒は魏賢任会員

幹 事 報 告 ・ 委 員 会 報 告
個人情報保護のの関係でロータリー名簿の件野城勲幹事：

やはり個人情報保護のの関係で当クラブのホームページには写真入りの会員名の詳細記載石丸幹夫会報委員長：
は止めて、会員名と職業分類のみにしました。会員の アドレスやクラブの会計など一般公開を必要としないE-meil
物は皆パスワードがついています 「会員の広場」をご覧下さい。なおパスワードは＊＊＊＊です。また「会員の。
広場」には会員のエッセイのページを作りましたのでどしどし投稿してください。

15 000 95,000 4,789,705ニコニコＢＯＸ ￥ ， 本年度合計 ￥ 残高 ￥
マインハルト・プリンツ様と奥様中田留美子様をお迎えして。 本日の講師にマイ二木会長 石丸会員

ンハルト・プリンツ・中田留美子ご夫妻をお迎えして 江守巧・道子会員 嘉門君、健太郎君ようこそ。

元気で行ってきてください。 プリンツ様、留美子様ようこそ。宮永春香さん、大平健太郎齋木会員

君、嘉門安広君、気を付けてお出かけ下さい。 来週から、娘がベルギーに行きます。本日、宮永会員

ご挨拶に参りました。よろしくお願いします。 プリンツさん、中田さんようこそ！来週は遠村田会員

藤先生の卓話です。皆様、出席よろしくお願いします。 ウイーン国立音楽大学教授のマイン浅田会員

ハルト・プリンツ様ご夫妻、ようこそ。卓話を楽しみにしています。

「ウイーンの生活、金沢の生活」講話の時間
ウイーン国立音楽大学教授 マインハルト・プリンツ様 中田留美子様 ご夫妻

オーストリア ケルンテン州、ヴォルクスベルグ生 リスト音楽院、国立ウ紹介 マインハルト・プリンツ先生：
イーン音楽大学、を出て 年ベーゼンドルファー賞、 年オーストリア青年音楽コンクー優勝、現在はウイ,1971 1973
ーンの代表的ピアニストでウイーンフィルハーモニーのコンサートマスターのライナーキュッヒル氏とのＣＤデュ
オがある。現在ウイーン国立音楽大学教授

回341
3Fホテル日航

2005.728
％出席率 21/40 52.50
％5 月修正出席率 70.00

2005.2.233

光州訪問の大平健太

郎君： 頑張ります

光州訪問の嘉門安広

君 日韓文化の違い

を勉強します

宮永春香さん

ベルギー交換訪問で

す。

桜田しのぶさん

年度国際親善奨06-07
でイタリア希望です

坪倉かなうさん

ミュンヘンでヴァ

イオリンの勉強を
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ウイーンで活躍のソプラノ歌手、金沢二水高校卒、武蔵音大卒、オーストリア給付留学生とし中田留美子先生：
てウイーン国立音大で学ぶ、イタリアの大歌手マリオ・デルモナコに師事、プリンツ夫人。

ウイーンに住んで 数年になります。はじめは羽田からの旅でして、電話も国外は通じにくく大変でした。20
郵便も２～３週間かかりました。今は本当に便利です。
オーストリアには６ヶ月の兵役があります。また８か月のボランティアの義務もあります。免除されるのは医師に
身体検査で不適当とされた人や、聖職者、ウイーンフイルハモニーのメンバーです。そのためかウイーンフィルハ
モニーは軍関係に気を配ってニュウイヤーコンサートの前に軍関係者を招待します。ＥＵになって、かなり便乗値
上げもあるようです。ギムナジュームをでた人がウイーンの大学に入れる自由があり、スイス辺りからも来ます。
又ドイツからも医学部に来たりします。秋の医学部には 人も来ますので大変です。ウイーンフイルハモニー1400
には女性もはいりましたし、ブルガリアやロシアの人もいます。国立オペラでは今ではドイツ語を母国語とする歌
手が少なく、イアタリアや中国の人も頑張っています。日本人は言葉の慣れが遅い様です。これには日本人同士の
会話は止めなければなりません。外国語が出来ない事を恥ずかしく思ったら進歩しません。子供の学校教育は「向
かないよ」とはっきり言います。しかし素質は徹底的に生かす様にしています。－－－－－－－

点 鐘
ホテル日航 Ｆにてプリンツご夫妻を囲んで、会例会後は 30

員それぞれゆっくりと お話をし、親しくウイーンのことなどを
お聞きしました。
プリンツ先生も可成り日本語が上手で聞き取りは殆ど出来るよう
です。親しみやすくて礼儀正しいご夫妻には 百万石ＲＣの名誉
会員になって欲しいとの声もありました。機会があったら是非皆
様をウイーンでお待ちしています。との事でした。
金沢には毎年来られますので又 懇親の機会を持ちたい物です。

７月定例理事・役員会 議事録理事会報告
日時：平成１７ 年７ 月１４日 場所：日航ホテル
出席理事・役員名 旧理事池田 新役員：二木 宮永 江守巧 野城 新理事：村田 西村 石丸 江守道 木場 齋木:
幹事報告、審議協議、各委員会報告依頼確認事項
①０４ －０５ 年度決算報告
・修正予算をしたので、収入はほぼ予算通り となった。 前年度繰越金は ありましたが¥11,807,397 ¥859,861

の支出があり次年度へは が繰越される事になる （ 減） 又、予備費は１０ 万円取っ¥11,087,957 ¥719,440 ¥140,421。
ておりましたが、地区会議出席費・福利厚生費（社会保険）で￥ 消化している。以上、承認される。98,000
・事務局の人件費、有給休暇の有無についての見直し案が出たが、会長・幹事に一任することで承認される。

… 地区が 年度に立案した国際識字運動でラオス地区にｺﾐｭﾆﾃｲｰﾗｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ Ｃ②ラオス地区支援について 2610 04-05 （
ＬＣ ）を建設し、子供、大人を問わず勉強の場を与えるというﾌﾟﾛｼﾞｸﾄである。

当ｸﾗﾌﾞとしては、毎月第一週目のﾆ粗食の日を設け会食費をうかせたり、書き損じﾊｶﾞｷの寄附の方法もあるが
ｺﾆｺﾎﾞｯｸｽをラオス支援に回すこととする。
③ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞとしてのＩＭ（都市連合会）について
石川分区ＡＢ１３ＲＣで奉仕活動を報告発表する会であるが、今年度は当クラブがホストクラブとして開催するこ
とに決まった。

日 を日航ホテルに仮予約する。実行委員会を設立し、準備実行していくが、全会員の協力を要請する。2/12( )
炭谷ガバナー補佐より委員長は、会長・幹事経験者、副委員長に女性会員をという案がでている。
④米山奨学金の寄附について（地区米山江守道子会員より）
国外の苦学生に対しての米山奨学金制度は、とてもすばらしい制度である。
是非、クラブ内で募金箱を回すとか月／ 円程度 全会員から寄附を募ってはどうか （案）2000 。
募金又は徴収については、再度検討していくこととする。


