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百万石ＲＣの皆様 マッチング・グラント（Matching Grants）に協力ありがとうございました。
2004～2005のプログラムも完成しました （報告書のコピーがきました ）。 。

11/9韓国南光州 李庠根前総裁より
事業の内容は韓国の老人福祉会館の独居、零細老人、Ｈｏｓｐｉｃｅ患者の移動沐浴車の購入費です。 月初め英10
文で最終報告書を 財団に提出しました。金沢百万石並びR
に京都北東 の皆様に暑く感謝のお礼を申し上げます。RC

実際支出された金額は で其の内訳は36,045US$
16,400,000wBonggo 111Coach Tax＋

ｗMobile Bath Equipment Vehicle Tax＋ 22,672,000
ｗPaper Stamp Car Number Plate＆ 49,000

70,000wInternational Telephon Fax＆
（４） （ネームなど）Plaque of Appreciation 380,000w

（８） （紅人参キャンディ）Red Ginseng Candy Gift 64,000 ｗ
ｗPhotocopy Poststamp＆ 14,000

ｗTotal funds expended in local currency 39,679,000
Exchange rate US KRW 1,100＄１

＊マッチング・グラント（ ）とはMatching Grants
ロータリー財団の人道的プログラムの－つ。これは、ロータリー財団

最大のプログラムで、ロータリー財団の補助金総支出額の 分の 強を3 1
占めている。世界社会奉仕プロジェクトが一定の条件を満たすと、ロー
タリー財団のマッチンク・グラントを受けることができる。これは、最
初は 、次いで と呼ばれていたもの。特別補助金 同額補助金
マッチンク・グラントの資格要件は人道的プロジェクトで
あることが必要。 （要覧 （ロータリー情報マニュアP130）
ル ）P301

現在入浴バスは金沢百万石 名前をつけてRC
光州の街を走っています

IMをみなで成功させよう
2005 2006 2610 IM～ 年 国際ロータリー 地区石川第一分区
（都市連合会）が に当クラブがホストします。全会員2/12
が登録です。 クラブの勉強会ですのでよろしくお願いし13
ます。

碧い大気
青い海 蒼い大地
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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

駐新潟大韓民国総領事 金光圭氏11/17
バジュラチャリャ・ソバナさん11/24
宮本薫子会員12/1
年次総会およびクラブフォーラム12/8
年忘れ例会12/15
休会12/22,29
二胡の演奏 李 采霞さん1/12

（水）８ＲＣ新年合同例会1/18
休会1/19

救急医療のシンポジューム（ドクター会員）1/26

寄付予算金額
RC $6,000内訳はＨｏｓｔの南光州 が

Sponor RC $6,000の金沢百万石 とその友好クラブ
R $6,000財団クラブ補助５０％

$8,000３７１０地区が
R $8,000財団地区補助１００％

$34,000合計
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点 鐘
ロータリーソング
『それでこそロータリー』

四つのテスト
本日の講師は卯辰山工会長挨拶

芸工房の金 奇兌さんです。地区大
会の韓国のゲストを迎えて、工房で
は大変お世話になりました。

（卓話者）金沢卯辰山工芸工房研修者（韓国留学生）金奇兌（キム ギレ）さん特別ゲスト
ヴィジター紹介

１日 水野陽子会員 ４日 東海林也令子会員 ６日 田中孝幸会員今月の誕生者の紹介 ７名
９日 坂口國男会員 ２０日 木下義隆（よしたか）会員 ２２日 市島明子会員 ２７日 炭谷亮一会員

２７カ年 石丸幹夫会員 ７カ年 金沂秀会員皆出席顕彰
《 食 事 》

幹 事 報 告 ・ 委 員 会 報 告
の新年夜間例会は 円をクラ野城勲幹事：1/18 6000

。ブ負担にしますので出席して下さい
本日例会後は理事役員会とＩＭ実行
委員会をします。

次の竹田敬一郎社会奉仕委員長：
の例会は韓国総領事を迎えま11/17

す。 人以上の出席を、家族・友人40
などお願いします。

次の例会は駐新潟大韓民国総領事 金光圭氏が金沂秀ＳＡＡ：
新潟から３時間もかけて、こちらに来られます。多くのご出席をお

願いします。

）ニコニコＢＯＸ￥ 本年度合計￥ 残高￥ (内ラオス支援金：￥6,000 256,500 4,963,224 63,000
キム・ギレさん、陶芸の話楽しみにしています。野城幹事、中川印刷のプライバシーマーク取得お二木会長

目出とう。 この度、当社は個人情報保護規格「プライバシーマーク」の認定を取得致しました。野城幹事

キム・ギレさんのお話楽しみです。村田会員

『金沢で陶芸を勉強して』講 話 の 時 間
）金沢卯辰山工芸工房 研修者（韓国留学生

金 奇兌（キム ギレ）さん

紹介者：前田宏智会員 金沢美大から卯辰工
芸工房にこられました。 年生 韓国の仁1971
川出身，ソウル檀國大学陶芸科卒、金沢美大
大学院工芸研究科工芸専攻陶磁コース終了。

氏の作品を数多く紹介され、日本に見られない作風の韓国
伝統を追求した作品、九谷焼きへの挑戦、新しい質感の新
作品や古来伝統の容器にとらわれず前衛的な空間を作る作
品など、素晴らしい作品の連続でした。

点 鐘

回354
5Fホテル日航

2005.11/10
20/41 48.78%出席率

％8 月修正出席率 87.80

７年 金沂秀会員 ２７年 石丸幹夫会員

陰と陽の思想を

カボチャをイメージ

九谷焼

様壺の表面には見事なひび割れ模


