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（水）小松空港着 （月） 小松空港発韓国南光州RC少年交換訪問者名 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

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

地区大会 （土）～ （日 小矢部市10/21 22
８／３（木）で 申込み〆切とさせて頂

きます （キャンセルは ８／２５（金）ま。
で可能）宜しくお願い致します。

年度派遣交換学生 募集2007-2008
ロータリークラブの推薦するロータリアンの子
弟、もしくは高校の公募による優秀な高校生。

、 、 。アメリカ カナダ オーストラリアが中心である
出願時に高校１、２年生であり、出国時（ 月)8

に 歳 ヶ月未満のこと。留学期間は 月から17 6 8
翌年 月までの 年7 1

（２７５０地区ガバナー月信６月号より）東京世田谷中央ロータリークラブ創立 周年記念式典10
006.5.16 RI2750 Surendraキャピトル東急ホテルにて、市川伊三夫 地区ガバナーをはじめ、熊本啓之世田谷区長、

デリーバザール・カトマンズ 会長、二木秀樹友好クラブ金沢百万石 会長等、多数の来賓をお迎えしDhkal RC RC
、 。 、 「 。て 総勢 人余りの盛大な式典となった －－－－－－三時間あまり 最後は 手に手つないでの台合唱でした160

例 会 予 定
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 「縄文時代の信仰」）
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
『それでこそロータリー』SONG:

四つのテスト
しゃべるのが苦会長エレクト挨拶：

手の私です。このところ災害がおおい
ですが、県のかっての災害も思い出し
ます。 米山奨学生 孔 令特別ゲスト
宇 さん 金沢香林坊ビジターの紹介
ＲＣ 小幡 謙二様

年度友情交換委員会 委員長 金 沂秀会員地区より委嘱状の授与 2006-07
孔令宇さん米山奨学金の贈呈

幹事報告・委員会報告
際奉仕委員長： に韓国から六名の少年、少国 7/27

例会には来ますが、卓話の時間には失女が来ます。
礼して、ホテル１Ｆで日本少年との交流を計画して
います。

0384 11会報委員長：会報の一部訂正について、会報 号２Ｐ下から
行目の祖９個で→そこで ２Ｐ下から 行目 子の→この2

ニコニコボックス
13,000 56,500 4,790,108-￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥

、 。 。香林坊ＲＣ小幡会員 又 インドネシアで津波が起きました 災害は忘れなくてもやってくるみたいです

日曜の夜は、犀川も心配でした。ジャパンテントで３５０人の留学生がやってきます。楽しい夏にしたい

ですね。 今日は、会長代行です。宜しく。 （ 円） 新盆も雨に始まり金 会員 吉田昭生会員 10,000
雨で終わりました。ニコニコボックスに分施させて頂きました

《 食 事 》

豊中物産㈱ 取締役社長 魏 賢任 会員講話の時間 『香港の歴史について』

香港はかってから素晴らしい港ですが、周辺からは香木がとれました。もと
もと漁村でヒョンコンと行発音していました。むかしから中国の中心地は黄
河流域でして北京からみると香港は小漁村でした。 年頃の阿片戦争は東1840
洋の生活に憧れた西洋人が中国へ阿片を持ち込み、其の代金で中国のお茶を
輸入するようになりました。あのアヘン戦争はお茶や陶磁器のためであると
も言われています。当時中国は銀で貿易決済していましたのですが、英国は
これを嫌い、ケシのたばこで習慣性の人を作りこれで決済しました。英国で
は産業革命が起こっていました。
憂慮した中国は阿片を海にすてました。そのためにアヘン戦争が起こりまし

、 、 、 、 、 、たが 中国が負けて 講話条約で香港 福州 アモイ 上海の港が開放され
大量の銀を英国に支払いました。

1931 2.26日本では そのため危機感が生じ 明治維新となりました 年の、 。
事件 満州事変、日中戦争があります 世紀は石油戦争でしたが、 は。20 21

水戦争です。特に香港は水の自給が出来ません。これが 年の返還理由の一つです。英国にとって不名誉なア1997
ヘン戦争、教育に投資しなかった（いまでも公立学校が少なく、２部制がある 、水が自給できない。等香港を持）

点鐘っていることで国際的発言力が弱まる等、がありました。----

。南光州ＲＣの青少年を６名下記日程で受入致します
■日程

（水） 小松空港着 夕食会 場所 駅西近辺を予定7/26 14:40
（木） 市内観光 ～例会出席 ～“日韓青少年交流”7/27 19:00 19:30
（金） 市内観光 晴天の場合は、立山観光7/28
（土） ルネス 江守会長宅で 合宿7/29
（日） ショッピング7/30

7/31 15:55（月） 小松空港 発
ホストファミリー 炭谷会員、大平会員、江守会長■

■お願い ８～１０人乗りの車をお持ちの方は、是非ご協力をお願いします。
※スケジュール詳細の問い合わせと参加申込みは、金会員（携帯 ）又は、事務局までご連絡を090-6270-6600

ホテル日航５Ｆ385 回
2006.7.20

％出席率 22/35 62.86
4.74%6 月修正出席率 8


