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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

南光州ＲＣの青少年を６名下記日程で受入致しました
小松空港着 午後7 26月 日（水） 14:40

来沢 夕食はオリオン（サンマルク向か
い）受け入れ家族と子供達（金さんも）

金沢観光一日コース7 27月 日（木）
夕食はロータリーで

一日手取フィッシュラン7 28月 日（金）
ド 夕食は各家庭で

お墓参り（尹奉吉）とゆ7 29月 日（土）
のくにの森 夕食は江守家でバーベキ
ュー、全員江守家で合宿

ゆっくり起きて、竪町シ7 30月 日（日）
ョッピングと夕食はくるくる鮨

朝から、車遊館（松任）7 31月 日（月）
などで買い物をしながら帰る

15:55小松空港 発
炭谷会員、大平会員、ホストファミリー

江守会長

碧い大気
青い海 蒼い大地

金沢百万石
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点鐘
『 』SONG: それでこそロータリー

四つのテスト
先週はお休み会長エレクト挨拶：

を頂いてアトランタへ行って来まし
た。韓国からの留学生の皆さんようこ

特別ゲそ。本日卓話をしていただくの
松山弁護士さんです。ストビジターの

金沢西ＲＣメイキャップビジター
高木利定様

大平真樹さん、大平健太郎さん、大平理恵さん百万石ＲＣの青少年

幹事報告・委員会報告
＊来年１月の新年例会について
＊地区大会について
＊ 交換留学生募集について2007~7
＊地区大会のポスターについて

《 食 事 》
（ 日韓青少年は、１Ｆファウンテンへ移動 ）

ニコニコボックス
113,000 169,500 4,903,108-￥ 本年度合計￥ 残高 ￥

ご家族より の寄附を頂戴しました。故飯野名誉会員 １０万円
先日四九日の法要を済まされたそうで、皆様にくれぐれもよろしくとのことでした。

先週はお休みを頂いてアトランタへ行って来ました。韓国からの留学生の皆さんようこ江守会長・幹事

そ。 ようこそ。いらっしゃいませ。韓国少年の皆様、チョンマルロ、チャル オショスミニ石丸会員

ダ。イルボン ムンナドン チャル コンブ ハシプショ。 韓国のお子様達、宜しく。大平会員

ようこそ。韓国の青少年！ 松山悦子さんのお話を楽しみにしております。 コリアか北山会員 炭谷会員

ら若者達を迎えて。金沢をエンジョイして下さい。 韓国からのお友達の皆様、ようこそお出水野会員

で下さいました。松下先生のお話を楽しみにしています。 韓国の交換学生の方々、よう宮本薫子会員

。 、 。 、 。こそ 松山弁護士 裁判員制度の卓話を楽しみにしています 韓国の青少年の皆様 ようこそ二木会員

紹介者：北山会員講話の時間 「裁判員制度について」松山 悦子様（弁護士）
（金沢大学付属校 慶応大学卒業）

弁護士はテレビのようにあっちこっちとびまわって証拠集めした
りはしません。現在の裁判は裁判官のみでしていますが、新しい制
度では、一般市民に入ってもらい９名でします。即ち、市民６人と
裁判官３人です。どうしてこのような制度になるのでしょうか？国
民主権、国会行政に民意を反映するのがねらいです。米英など既に８０ヶ国で行

、 。 、われており 日本は遅れています 重大な事件は大変だという意見もありますが
石川県では月一件となります。任命は有権者より選ばれ、石川県では 人に一1300

。 、 。人です 法律は知らなくてもよいのですが 自然な日常生活の人がえらばれます
平成 年 月からです。21 5

皆さん直接自分に関係するかも知れないので熱心におききしました。Q&A
審判結果はどうなるでしょうか？ 厳罰になる傾向があるのでしょうか？そうと
もいえない。アンケートではやりたくない人が多い。連続開廷では仕事に大変支
障がでる、特に医師は不可能である。いろいろ質問がでましたが、自分があたっ
たら、どうしよう

と言う不安は可成りあるようでした。
点鐘

青少年達 予定通り 無事に着きました。
， ， ，6 日間 先生をはじめ炭谷 大平 金沂洙先生と

会員と奥様皆様お世話になりまして 本当に有難,
うございます。 皆様に宜しくお願いします。

月 日例会で帰国報告をする予定です。感想文8 7
。 。は次に週報で送りあげます 道子先生にも宜しく

ではお元気で 光州 朴 天学2006.8.21

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 ）

ホテル日航５Ｆ386 回
2006.7.27

％出席率 19/35 54.29
4.74%6 月修正出席率 8


