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韓国南光州RC少年交換訪問者名
（水）小松空港着 （月） 小松空港発7/26 14:40 ------ 7/31 15:55

姓名 年齢 学年、性 RC会員名
朴炯珉 Park、Hyung Min 17 高１男 朴萬洙
宋政桓 Song, Jung Hwan 15 中２男 宋泰翰
金聖中 Kim, Sung Joong 16 中３男 金煕鳳
呉韓洙 Oh, Han Su 15 中２男 呉恒溶
宋賢珠 Song, Hyun Ju 16 中３女 宋俊榮
金Hanneul Kim Hanneul 15 中２女 金鐘錫

８月の会場変更例会のご案内
第一回会場変更例会

日 時 ８月３日（木） １９：００～２０：３０頃
場 所 江守会長・幹事宅（江守歯科医院）直江町イ３０－

076-238-6711３ ℡
駐車場 江守歯科医院 駐車場
会 費 会員・家族 １人／ 円3,000

※お弁当とお茶、ジュースをご用意致します。アル
コールは、各自ご持参下 さい。

第二回会場変更例会
日 時 ８月１０日（木） １９：００～２０：３０頃

076-263-2444場 所 金沢文芸館 尾張町１－７－１０ ℡
昨年の１１月にオープンした五木寛之文庫で、昭和初期の銀行建築を生かしたとても雰囲気のある建物です。

卓 話 北山昌平バンドによる“ ミニＪａｚｚコンサート ”
駐車場 ありません。 会 費 会員・家族 １人／ 円 （お弁当とお茶他飲み物）2,000
金沢文芸館交通案内
● 金沢駅から北陸鉄道バス・ バスで尾張町JR JR
または橋場町下車徒歩 分3

1 3●金沢駅東口 番のりば乗車 橋場町 下車徒歩「 」
分
●「金沢ふらっとバス（此花ルート 」金沢駅東）
口 番のりば乗車「尾張町」下車徒歩 分11 3

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

員推薦）

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

《 》 （ ）8/3 会場変更例会 於：江守会長・幹事宅 江守歯科医院
《会場変更例会》於：金沢文芸館 （尾張町卓話：北山8/10
昌平バンドによる『ミニＪＡＺＺコンサート』
休 会8/17
会員卓話：大平政樹会員（大平胃腸外科クリニック8/24
院長）
卓話：香田 裕泰氏（声楽家 『音楽を楽しむ』8/31 ）

碧い大気
青い海 蒼い大地

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku
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点鐘
「 」SONG: それでこそロータリー

四つのテスト
昼は金沢北クラブに行会長挨拶：

きました。そして今晩はは北クラ
ブから米沢会長と松田幹事がお見
えになりました。さて、富山でか
っての私の病気の話をいたしまし
たところ中でも年輩の方が良く聞

いてくださいました。
(卓話者) 街づくりコーディネータ特別ゲスト

ー 水野 雅男 様
金沢北ＲＣビジターの紹介

会長 米沢真二様 幹事
松田忠明 様

皆出席の顕彰
通算皆出席４カ年西村＊

邦雄会員
＊皆出席 １カ年 吉
田 昭生会員

御無沙汰いたし金沢北ＲＣ 米沢真二会長
ております。江守巧会長今年だけですが、よろしくお願いいたします。
私どもは親クラブというより兄弟のつもりでおります。

《 食 事 》

８月の例会場と卓話紹介 １ページ参照幹事報告・委員会報告

ニコニコボックス）
17,000 43,500 4,777,108-￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥

米沢会長、松田幹事 お邪魔致します。 今日は、親クラブの北ＲＣに行って金沢北ＲＣ 江守会長、幹事

きました。水野様、本日は宜しくお願いします。 北ロータリーの米沢会長、松田幹事、ようこそ木場会員

北山百万石へ。一年宜しくお願い致します。水野雅男先生、お久しぶりです。卓話楽しみにしています。

水野雅男氏の卓話、楽しみです。 北クラブの米澤会長、松田幹事ようこそお越し下さいま会員 水野会員

した。水野雅男様のお話を楽しみにしています。 たまたま旅行に行っていたイタリアがワー宮本薫子会員

ルドカップで優勝しました。街中がお祭りさわぎで熱く思い出に残る旅行ができました。 水野大平会員

雅男様の卓話楽しみにしています。 本日中小企業の大会に参加者 人の予定が全国より 人金会員 1,000 1,400
集まりました。かけ持ちでごめんなさい。

『まちづくりとＮＰＯ（非営利組織 』講話の時間 ）
街づくりコーディネーター 水野 雅男 様

-
紹介：北山吉明会員 先生は松任の生まれで、東京で地域作りの会社に

４年間、金沢市に来られ 年間県市町村の商工会議所の依頼で地域の調13
査、ビジョン作りをされています。最近では大野の地域作りがあります。

とは 年１月の三国沖のタンカー油流出事件に始まりNPO 97
ます。 年には 法ができました。そして 所謂、草の根活動に法人格があた98 NPO
えられました。金沢市の大野街の人口はこのところ減少していました。そこで使用
していないもろみ蔵の活用で街作りをかんがえました。県や市に修繕費の補助申請
をしましたが、待つ期間が永すぎて、２０名出自己資金７００万円を用意してギャ
ラリーと喫茶室をオープンしました。宣伝しましたら、年間 万人がきました。黒2
字が８年半続いています。現在６棟まで改修し、アトリエやギャラリーにしていま
す。
ＮＰＯとは の略でして医療、教育、社会サービスなどフNon Profit Organisation

ルタイムに換算して 万人がこれに従事しています。 は記載のとおり、利益の分配はしません。現在、い2845 NPO
ろんな事業があります。 放送局、他金沢市の新しい試みに、金沢大学付近の 円バス、パークアンドドライNPO 100

、 、 、 、ブの実験 公園の活性化として 園内のビアガーデンやオープンカフェのオープン この運営は行政官ではなくて
点鐘ＮＰＯです。その他レンタサイクルなど楽しくて活力化のための企画があります。

ホテル日航５Ｆ384 回
2006.7.13

％出席率 20/35 57.14
7.72%5 月修正出席率 8

通算皆出席４カ年西村 邦雄会員

金沢北ＲＣ
米沢真二会長

幹事松田忠明様


