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次期会長 金沂秀 次期国際奉仕委員長 江守巧南光州RC青少年交換プログラム参加者募集
次年度の青少年交換プログラムは、南光州ＲＣへ派遣する年になりますので、参加者を募集致します。

子供達に日韓の友好を深める為、南光州ＲＣの会員宅でホームステイを体験し、夏休みの良い思い出にして頂き
たいと思います。日程は、下記の通りです。

当クラブ会員のご子息や知人の青少年 （年齢・・・中学生から大学生まで）参加対象者
小松（ ）→仁川( ) 光州着 ７月３１日（火）光州（ ）派遣日程 ７月２７日（金） 12:05 14:00 17:20 18:00

→金浦（ ） 仁川（ ）→小松（ ） 円位（お小遣いは別途）18:55 9:15 10:55 70,700８月１日（水） 交通費
７月５日（木） 氏名、性別、年齢（学年）を事務局まで参加申込〆切

会長 江守 巧 次期会長 金 沂秀第11回ベルギー短期交換学生受入
本プログラムは地区では３０年以上継続されており、短期間の交換ではありますが、ホーホストファミリー募集

ムステイを通じて両国の相互理解と親善できる貴重
な体験として喜ばれております。
地区より受入の依頼がきておりますので、ホストフ
ァミリーを募集致します。
なお来年 年の夏季には当地区より約１ヶ月の2008
ベルギーおよびヨーロッパへの交換留学生を派遣の
予定です。プログラム参加予定の大学生がおられる
ロータリアン若しくは、既に派遣されたロータリア
ンは、受け入れに際して格段のご援助をお願い申し
上げます。
受入期間： 年2007

富山県受入 月 日（火）～ 日（月）8 14 20
◎石川県受入 月 日（月）～ 日（月）8 20 27

参加学生： ベルギー 地区（周辺地区含む）1630
から 名（男女の内訳は確認中です）42
申込期日： 年 月 日（金）2007 6 29
希望人数： 最低２組（４名 （ホームステイは２）

名１組となっております）

金沢地区ＲＣ例会変更お知らせ
金沢西ＲＣ （金）最終夜間例会 都ホテル6/29 18:00

（火） 夜間例会 つば甚7/3 18:30
金沢北ＲＣ （木）最終夜間例会 松魚亭6/28 18:30

金沢百万石
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（役員 江守道子 宮本薫子 二木秀樹幹事 ： 副幹事： 会計： 直前会長：） 池田裕之
村田祐一 東海林也令子クラブ奉仕委員長： 職業奉仕委員長： 社会奉仕委員長斎木妙子 ：
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石丸幹夫 吉田昭生RC 情報： 広報： 増強拡大：岩倉舟伊智 修練選考：木村陽子 宮永満祐美 会報：

炭谷亮一 木場紀子 北山吉明 木村幸生 西村邦雄 土田初子企画： 親睦： 友好： R 財団
谷伊津子 相川晶代米山委員長：吉田昭生 地域発展： (事務局)

5F 920-0853 2-15-1 T076-234-1111 19 00例会場 ホテル日航金沢 〒 金沢市本町 例会日時 木曜日 ：
1 2F 920-0852 3-2 T262-2211 F262-2241事務室 ライブ ビル 〒 金沢市此花町
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例会 予定
《地域発展委員会活動 「金沢市のまちづくりについ6/21 》
て」木谷弘司様 （金沢市都市計画課担当課長）
《ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 「一年を振り返って」6/28 》

年度2007-2008
金 沂秀新年度会長 所信表明7/5

Dr.K.M.Pandita卓話：
潮田(うしおだ）資勝様（北陸先端科学技術大学院大7/12
学学長 「地域の共有財産としての大学」）
《社会奉仕委員会事業》 於： 招龍亭」7/19 「
「第五次医療法改正の概要と今後の対応について」

講師 後出博敏会員（税理士法人ノチデ会計代表社員）
菊田三代治様（石川県ウエイトリフティング）6/26
『北京オリンピックに期待すること』

中村啓二郎様（野々市ＲＣ会員、 年度世界社会8/2 05-06
奉仕委員長） 「ラオスＣＬＣ設立について」

《会場変更例会》於：ロイヤルパレススタジオ8/9
白石 惠一様（ 社長） 「 ナイト」MRO JAZZ
お盆休み8/16
ベルギー交換学生出席8/23
馳 浩様（衆議院議員）8/30
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ロータリーソング 『我等の生業』点鐘
四つのテスト
皆さんこんばんわ！会長挨拶

今日は久しぶりに宮本さんの浅の川画廊での例会で
す。訪問介護のコムスンのインチキの後は駅前留学
の 、そしてとどめが朝鮮総連中央本部の建物NOVA
と土地を、何と元公安調査庁長官の投資顧問会社に
売却したそうです。更に驚くことにはこの会社は実
体の無いペ

ーパーカンパニーで、代金の支払いが終わっていないのに土地と建物の移
転登記は済んでいるとのこと。更には、投資顧問会社と総連の間を取り持
った人物は日弁連の元会長だそうです。昨晩のニュースでは元長官は「在
日朝鮮人の権利を擁護するため」と話しておられましたが、差し押さえ逃
れ以外の何者でもないと思います。シャバには理解を超えた話しがあるも
のです

年度国際親善奨学生 山本優美（まさみ）さんゲスト紹介 07-08
１６日 魏 賢任 会員今月の誕生者の紹介

年度 国際親善奨学生山本優美（まさみ）さんの挨拶07-08
百万石ロータリークラブのみなさま、こんばんは。百万石ロータリークラブから推薦を頂

きまして、今年の夏から国際親善奨学生としてベルギーのブリュッセルの美術大学の大学院
で学ぶことになりました。

本日は偶然にも浅野川画廊という、私の学ぶ美術と関わりのある場所で出発前のご挨拶が
できますことをとても嬉しく思っております。昨年奨学生の選抜試験に合格し、みなさまの
前でご挨拶をさせていただいてから、早くも一年が経とうとしております。出発を一ヶ月半
後に控え、留学のチャンスを与えてくださったロータリークラブのみなさまに、またロータ
リーの精神とその絆の強さに、一層強く感謝と尊敬の思いを抱いております。

現地では同じ人間でありながら、国、民族、文化、歴史的背景により、日本とは全く異な
る考え方、社会の状況を目の当たりにし、衝撃を受ける

と思います 「国際理解 「国際交流」という言葉をよく耳にしますが、与え。 」
られた交流、出会いのチャンスを真のお互いの理解へ結びつけることは容易
なことではありません。しかしやはりそこにいるのは同じ人間同士であると
信じ、誠意をもって「差異」と向き合い、得られた経験を通じて自分の制作
の意味を追究していきたいと思っております。

最後になりましたが、私を選び、留学のチャンスを与えてくださったロー
タリーのみなさまにもう一度感謝の気持ちを申し上げたいと思います。あり
がとうございます。２年後に、再び報告に伺えるのを楽しみにしております。

《 食 事 》
朗読小屋 浅野川倶楽部／鏡花劇場講話の時間

朗 読 髙輪眞知子（たかなわまちこ）様
演目 「梅の橋」～井上雪作「廓の女」より～
朗読 髙輪眞知子 演出 表川なおき

加賀の金沢には、いくつかの遊廓があった。
そのなかでも、京の祇園にくらべられるのが 「東の廓」である。、
金沢の市中には、二つの川が流れている。南部を流れる犀川と、
北部を流れる浅野川で、どちらもゆるやかに日本海にそそぐ。東
の廓のわきを流れる浅野川にほ むかし梅ノ橋という橋がかけらl

れていた。廓の客の一人が言い出してかけた、廓へのかよい橋で
ある。街の雑踏とは無縁な、廓がよいに便利な花道がほしかったのだ。

馴染みの芸者をつれて、酔いののこる顔を川風にさらそうという粋狂な木の橋なのだ。その遊客の名は、才田幸次
郎という。梅ノ橋は戦後の洪水で流失したままになっていたが、二十五年ぶりでかけなおされた。昭和五十三年四
月十六日のことである。 渡り初めの日、私は東の廓の置屋「すず見」の女将と橋をわたった。八十六歳の山口き

点 鐘ぬさん －－－－－－－ （雛妓の頃 梅の橋から）

国際ハートエキスポ に次年度新世代委員会も支援します2007
「 国際ハートエキスポ 」の 「七夕ピースフェスティバル」が 年 月 日（土） ～ に金沢2007 07 7 7 PM1:30 4:30

市観光会館 であります。プログラムはオープニング：炎 太鼓 【第一部】ダイレクトアクションレポート【第二
部】ミュージカルファッションショーです。東南アジアの子ども達の自立支援に役立つ催し物なので次年度の新世
代委員会も支援しています。チケットは無料で差し上げますのでご希望の方はお申し出ください。会員の皆様はじ
め友人、家族の方の参加をお願いいたします。

回426
2007.614浅野川画廊

20/37 54.05%出席率

82.64%４月の修正出席率


