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江守巧会長就任を南光州RC全会員と共に歓迎致します。

誰よりも韓国を良く理解してくださっている先生の会長在任中、クラブの関係は敦篤い
になって、親善交流も益々増進すると確信します。 貴クラブの御発展とクラブ会員
皆様の御健勝をお祈りいたします 。。

南光州 会長 崔 泳 旭RC
前会長 朴 天 学

青少年交換の件
７月 日 ： 小松空港着 ーーーーーー 日 ： 小松空港発26 14 :40 31 15 55
朴炯珉 、 才 男 高１ 朴萬洙会員 子Park Hyung Min 17
宋政桓 才 男 中２ 宋泰翰Song, Jung Hwan 15
金聖中 男 中３ 金煕鳳Kim, Sung Joong 16
呉韓洙 男 中２ 呉恒溶Oh, Han Su 15
宋賢珠 女 中３ 宋俊榮Song, Hyun Ju 16
金 女 中２ 金鐘錫Hanneul Kim Hanneul 15

7/23 をお忘れなく。 世界平和のための最重要課題 核兵器は絶対反対

（日）原爆被爆 年祈念作品です。7/23 60
上映の他 から反核平和折り鶴市11:30

民のつどいを開催します。
「被爆国なのに関心が少ない生徒にびっ
くりした」と かつての交換留学生のデ
ボラ・タナーはいいました。是非ご覧下
さい。 江守道子

（土） コンサートホールお知らせ 7/29 18:30
優秀なジュニアのピアノとＯＥＫ共演

（東海林会員推薦）
※大連の恋人： アカシアワイン 食べるお酒の

魏賢任会員紹介

年度例 会 予 定 2006-2007
江守巧新会長 「所信表明」7 / 6

（街づくりｺｰﾃﾞｲﾈｰﾀｰ）新旧理事役員会7/13 水野雅男様
『まちづくりとＮＰＯ（非営利組織 』）

7/20 魏賢任 会員
松山悦子（弁護士 「裁判員制度について」7/27 ）

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku
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崔 泳 旭 会長
チェ ヨン ウク

（歯科医師）

・
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点鐘
『それでこそロータリー』SONG:

四つのテスト
新しい年度の会長としてなごやかなこのい会長挨拶：

い雰囲気のクラブでよろしくお願いいたします。
金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二様ヴィジター紹介：

３名 村田祐一会員今月の誕生会員の紹介： 7/8
金沂秀会員 北山吉明会員/21 /28

《 食 事 》
幹 事 報 告 ・ 委 員 会 報 告

今年度の卓話は 毎月１回 会員の方に卓話をお願いし 経費節減北山企画委員長：
を図りたいと思っています。 ２０日は、魏さんにお願いしています。皆さん ご協
力をお願いします。

出て楽しいクラブに西村友好委員長：

（ニコニコボックス）
26,000 26,000 4,759,608-￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥

（日航ファウンテンにて二次会出席有志より １５００円入金）
今年度は私が会長となります。何分慣れていないのでよろしくお願いします。江守巧会長

江守新会長はじめ皆様のご健勝をお祈り致します。楽しい年度になりますよう石丸会員

岩倉会員 木村陽子会に。 江守新会長・江守新幹事 今年一年よろしくお願いします。

江守会長、今年一年よろしくお願いします。七夕に新入会員がふえますように祈りを込員

めて。 江守巧会長、道子幹事様、一年間よろしくお願い致します （夫婦げん木場会員 。

かなしで！） 皆さん 今晩は。二木直前会長、野城直前幹事、大変お疲れ様で魏会員

した。江守会長、幹事、今年もよろしくお願いします。 江守年度の初日に休ん金 会員

でごめんなさい。皆で盛り上げてゆきますのでよろしくお願いします。 新年斉木会員

度になりました。宜しくお願い致します。 江守新会長、新幹事 宜しくお願い致西村会員

します。 江守会長、一年間よろしく。江守幹事一年間よろしく。 本年度も宜しくお願い致します。二木会員 前田会員

前期二木会長、野城幹事ご苦労様でした。今期の江守会長、道子幹事宜しくお願いします。 新年度が水野会員 村田会員

始まります。皆様 宜しくお願い致します。今まで以上に友情を深めたいと思います。 江守会長、一年間お木村幸生会員

世話になります。ドイツ ワールドカップへ行ってきました。アジアの熱い血が体中に流れるのを感じました。

江守 巧 会長講話の時間 ＊０６－０７年度会長所信表明

胸がときめいています。７年前に脳梗塞を患い、石丸幹夫会長の時でしたが、竹田
敬一郎副幹事が急遽代理で幹事をしていただきました。竹田さんは２年間幹事をし

。 。 。たわけでした 私はどうやらよくなりました 自分でもよく直ったと思っています
今回、幹事には家内がなりました。 さてクラブ方針ですが、 は会員交クラブ奉仕
流をもっと積極的にしたい。村田会員のいう蛍鑑賞会をはじめ例会外でも親睦をし
たい。 は３名が退会で頑張らなければなりません。 は会員の卓話をも増強拡大 企画
っと増やしたい。月１回は会員でしたい。 はマタしばらく現状で。 は会報 広報情報
もう少しマスコミ対策を。 は百万石研究会や年忘れなどの充実を。 は京都親睦 友好
北東の提唱するタイ国の図書館建設の には韓国南光州 にも協力MatchingGrant RC
をお願いしています。 は伝統工芸や芸能にもっと親しんでもらう。禁煙職業奉仕
運動をする。 は講演会と施設訪問で。 は韓国南光州 訪問、タ社会奉仕 国際奉仕 RC

ローイ国の文盲をすくなくする運動 、韓国少年のホームステイなどがあります。、
は会員一人が半年 円でお願いします。 は子供夢フォーラムタリー財団 新世代6,000

や北山吉明会員のコンサートに力をいれる。ニート問題。
点鐘追加： ：SAA ２ヶ月に一回は民宿とか行って親睦を深めたらよいのでは。

06-07新旧理事・役員会を開催いたします。7月１3日（木）例会終了後例会場において
年度 理事役員及び05-06

江守巧、金、北山、斉木、江守道子06-07 年度役員：
村田（クラブ奉仕、ＳＡＡ）斉木（職業奉仕）東海林（社会奉仕）大平（国際奉仕）水野（新世06-07 年度理事：

代）宮崎（例会）木場、炭谷、吉田昭（修練選考、米山）北山（企画）石丸（会報）木村幸（親睦）西村（友好）
土田（ロータリー財団） 岩倉（増強）宮永（広報）木村陽（ＲＣ情報）谷（地域発展）06-07 年度委員長：

ホテル日航 Ｆ383 回 30
2006.7.6

19/35 54.29%出席率
7.72%5 月修正出席率 8


