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次期会長 金沂秀 次期国際奉仕南光州RC青少年交換プログラム参加者募集
委員長 江守巧
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。

（ ）参加対象者 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
小松（ ）→仁川( ) 光州着 ７月派遣日程 ７月２７日（金） 12:05 14:00 17:20

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）３１日 火 光州 →金浦 仁川 →小松18:00 18:55 9:15 10:55８月１日 水（ ）
円位（お小遣いは別途）交通費 70,700

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ホストファミリー募集

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。ホ
ストファミリ
ーを募集致し
ます。

2008なお来年
年の夏季に
は当地区よ

り約１ヶ月の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 富2007

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

1630 42学生： ベルギー 地区 周辺地区含む から（ ）
名（男女の内訳は確認中です）
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）

金沢百万石
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例会 予定
《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

ウイーン空港にてポリオプ

ラスの募金箱 石丸

ベルギーのブルージュの美しい水路



- 2 -

ロータリーソング 『我等の生業』点鐘
四つのテスト
皆さん、今晩は！明日から、公式訪問とし会長挨拶

て１３名で南光州ＲＣを訪問します。おそらく、大
歓迎を受けるものと思います。６月も半ばを過ぎま
すと昨年の二木会長が「もすぐ終わるのでほっとす
る 」と話しておいでたことを思い出します。私も同。
感で、来週の例会と３０日の蛍の会で私の年度の行
事は終わります。殺伐とした事件が日本中で起きて

います。皆さんの周りではどうでしょうか？
特別ゲストの紹介 卓話者）金沢市都市計画課担当課長木谷 弘司 様ゲスト紹介

ビジターの紹介 金沢香林坊ＲＣ 近藤勝則様、小幡謙二様 《 食 事 》
江守幹事： ①例会後 新理事役員会があります。②ネパール未就学児童奨学奨励金寄幹事報告・委員会報告

附の３回目を先日送金しました。最後の寄附になりますが、ディープラマ中学校校長先生よりお礼のメールが届い
たので紹介します。 継続するか否かを再検討したいと思います。
谷 会員： 「地球温暖化」について みんな半径３ｍを変えてみる。そこから世界を変えることができる！やっ
てみま笑う！６／２２ＰＭ８－１０時キャンドルナイト （電気を消して、ろうそくを灯して）。

¥10,500- ¥655,340- ¥5,315,050-ニコＢＯＸ 本年度累計 残高
木谷様、本日は宜しくお願いします。 木谷さん本日はよろしく。江守さん、申さん、多田江守会長・幹事 金 会員

さん、じいちゃん、ばあちゃんお目出とう。３家族とも男子。明日は２２日南光州へ行って来ます。食と文化と友情を楽しんで

きます。魏さん、レストラン開店おめでとう。 孫が生まれました。元気な男の赤ちゃんです。 魏会申会員 炭谷会員

員、大連でのレストラン出店お目でとうございます。次は、ニューヨークですね！！ 木谷様 「金沢市のまちづく村田会員 、

りについて」の卓話楽しみにしています。江守先生、申先生、多田さん、お孫さんお誕生おめでとうございます。

金沢市都市計画課長 木谷弘司氏講話の時間 『 公共交通とこれからの町作り 』
金沢では人口の急激な増加をしていた１９７０年代を終え、最近は微増というよりはわずかだが減少してきてい

る。金沢の町つくりは外中内の３つの環状線を柱に行われてきて、これからの課題としては高齢者にも優しい交通
網の整備である。人口があまり多くない金沢のような中小都市では地下鉄はまず無理であり、公共交通機関として
はＴＤＭも考えられるが、最も安上がりなものはバスの利用である。周辺の地域から町の内部に入って来て、買い
物などの用事を済ませるにも自家用車では駐車料金などのこともあり、公共交通機関を利用すると自家用車の利用
よりも約５０分滞在が伸びる。又このことは炭酸ガスの排出も減らし、高齢者に優しく、町の賑わいを創り出せる
可能性がある。金沢では道路など交通基盤の整備には限界があり、北陸新幹線の金沢開業を踏まえてマイカーを利
用しない来街者の移動手段を確保する必要性があり、自分としては歩行者と公共交通機関を優先するまちづくりを

点 鐘目指している。

国際ハートエキスポ2007に次年度新世代委員会も支援します
「 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。

魏 賢任会員から国際ハートエキスポ 開催前の「カンボジアのプリンス・プリンセスを囲む会」の案内を頂きました。2007
魏さんがこの活動に賛同され、招龍亭協賛で開催されるものです （主催：国際ハートエキスポ）この会には、魏さんの取引先。

の方々もお呼びし、ＲＣの会員増強委員長として“会員増強”にも繋げたいと考えていらっしゃるようです。また、次年度の新

世代委員会としては チケットを購入し支援することになっていますので会員の皆様のご協力とご参加を宜しくお願いします。

（ ） 。申込みは 事務局で取りまとめますので ７／２ 月 １５時までに ご連絡下さい

（金）ウイーンリンクロータリークラブでメイキャップしま会員消息 6/22
した。市の中央部 国立オペラ座の隣
の高級ホテル ザッハホテルで午後１
時から約１時間半おこなわれました。
宮殿のホテルですので飾り付けは豪華
でロータリアンでなければ入りにくい
雰囲気でした。会員は 名ほどです60
が当日の 出席者は私と家内をいれて

名で、ここも出席率が悪いようでし19
た。テーブルスピーチは移住外国人の
お話でした。 雄大なグロスグロックナー山は快晴にめぐまれ下に拡6/20
がるのパステルツェ氷河を見ることができました。石丸幹夫

回427
2007.621ホテル日航５Ｆ

20/37 54.05%出席率

5 79.73%月の修正出席率

オーストリア一最高峰グロス

ｍグロックナー山 3798


