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2005-06年度 3710地区大会に出席 4/29-30 韓国光州市

光州広域市の無等パークホテルで から関場慶博 会長歓迎4/29 18::30 RI
晩餐会が、翌 は全南大学校大講堂で大会第２日があり、出席してき4/30
ました。光州は黄砂の影響もありましたが、好天に恵まれました。辺ガ
バナーをはじめ、多くのロータリアンの大歓迎を受けました。特に南光

州ＲＣの皆さ
んには大変お
世話になりま
した。初日は
朴天学会員や
千命培会長には案内していただき、蝶々エキスポラン
ドや職場訪問（千命培会長の巨松総合建設のアパート）
や老人福祉施設の入浴車を見学しました。第二日は大
会出席後、李承采ガバナーエレクトの昼食招待を受け

。ました
出席者は菊知ガバナー、中田地区副幹事（加賀白山Ｒ
）、 、 、 、 （ ）Ｃ 炭谷ガバナー補佐 金 木下 石丸 百万石 RC

の皆さん。

例 会 予 定
理事役員会5/11 吉田康志 様 ㈱エイム副社長

会場変更例会 於：如来寺5/18
才田直毅 様 カクテルの楽しみ方5/25
中村宏兵様 （公共職業安定所 職業カウンセラ6/1
ー） 「ニートの職業状況」

「北陸の経済について」財政と税制について6/8
北陸財務局 山形俊夫氏

伊藤公象先生 （金沢美大教授）6/15
クラブフォーラム 「一年を振り返って」6/22
今年度最終例会6/29
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訪問の一行は光州駅にて歓迎の出迎えをうけた

南光州RC専用のテントでビールを
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点鐘
それでこそロータリーソング 『

』ロータリー
四つのテスト

平家物語の夕べでは会長挨拶：
若村麻由美さんを近くでみました。
中国の米山奨学生の孔令宇さんのカ
ウンセラーを炭谷亮一会員にお願い
しました。

金沢北ＲＣ 中田秀雄会員ヴィジター紹介
《 食 事 》

米山カウンセラー 炭谷亮一会員委嘱状贈呈

小松ＲＣの創立 周年記念誌が幹事・・委員会報告 野城勲幹事 50
。きております

世田谷中央 の橘さんも竹田敬一郎社会奉仕委員長 RC
来られましたが平家物語の夕べも本クラブからの沢山の
ご出席をいただき有難うございました。公演の後は斉木
さんと私が招龍亭で若村麻由美さんを交えて会食をさせ
て頂きました。橘様から皆様にもお土産を頂きました。

は北陸財務局の理財部次長の山形俊夫氏の我が国6/8
の財政や税制についての講話があります。

14,000 532,500 5,269,794ニコニコＢＯＸ ￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥

14001二木会長 野城幹事先日の平家物語、楽しみました。大沼様続きをよろしく。 本日はＩＳＯ

の更新審査及び 年度版改訂審査を無事終了致しました。大沼様 本日も宜しくお願い致します。2004
３回続けて欠席しました （メーキャップ３回です）本日は大沼さんのお話をやっと聞くこと石丸会員 。

が出来、楽しみです。 大沼さん、今日も宜しくお願いします。地区協議会出席の江守巧・道子会員

方々ご苦労様でした。 （土）県立能楽堂で行われた「平家物語の夕べ」に多数参加頂き竹田会員 4/22
有難うございました。橘様から皆様にもお土産を頂きました。斉木さんと私が招龍亭で若村麻由美さん

を交えて会食をさせて頂きました。久しぶりにドキドキしました。 前回のお話 素晴ら木場会員

しかったです。今日も楽しみにしています。 大沼様のお話を楽しみにしています。先週お水野会員

聴きできなくてごめんなさい。 大沼さん、様々な質問の答え宜しくお願いします。村田会員

『浄土真宗とは何ぞや』 ～質問に答えて～講話の時間
～職業奉仕委員会事業 Ⅱ～ 祐専寺 住職 大沼 俊昭 様

Ｑ：お墓の移転について Ａ：お寺に安置したら滅多に移転しないのが原則です。寺以外
でも在所墓地というのもありますが、移転も事情によります。只お寺ですと永久に保存さ
れます。
Ｑ：本願寺への納骨はした方がよいですか？ Ａ：江戸時代からある集団納骨ですが、普
通お墓は何代かすると無縁仏になってしまいますのでよいかも知れません。
Ｑ：善人と悪人の区別は Ａ：善人とは研鑽して自力で精進して生きる人です。悪人は自
力研鑽でない人で、救うには他力がいります。
Ｑ：親鸞について Ａ：親鸞は法然の 番目かの弟子で目立たない存在でしたが、法然127
に「私と法然上人の念仏とでは値打ちの差があるのか？」と 質問したことから有名にな
りました。蓮如上人が親鸞を認めました。念仏とは自分以外のすべてが働いて出来たもの

です。他力をあらわします。
その他創価学会、日蓮宗、地獄と極楽についても話題

点鐘がでました。

～中国の薫りを楽しむ会場変更例会のご案内 5/18
にて住職の法話の後、中国の懐石弁会～ 吉田昭生会員宅

当と中国茶を味わいながら歓談をお楽しみ下さい。１９
：００～２０：３０頃 場 所 如来寺 小立野５－
１－１５ ℡ 駐車場 お寺境内 会076-221-0833

費 会員・家族 １人／ 円 出欠〆切 ／3000 5
（木） 事務局まで ※ 当日の急なキャンセルの11

。場合は、恐縮ですが会費をお支払い願います

回374
5Fホテル日航

2006.4.27
19/38 50.00%出席率

4.87%3 月修正出席率 8

地区及びクラブ行事予定
22(土)平家物語の夕べ 百万石ＲＣ後援 県立能楽堂

23(日)金沢百万石ＲＣ創立８周年

23(日)地区協議会（ホスト：高岡西ＲＣ）高岡法科大学

28(金)～5/1（月）韓国第３７１０地区 地区大会

16 火 東京世田谷中央ＲＣ創立１０周年記念例会 百５月 （ ） （

万石ＲＣ姉妹クラブ）

11(日)～14(水) 2006国際大会 マルメ(スウェーデン)／

コペンハーゲン(デンマーク)


