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

子供達に、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
派遣する年になりますので、参加者を募集致
します。 当クラブ会員のご子息参加対象者
や知人の青少年 （年齢・・・中学生から大
学生まで） 小派遣日程 ７月２７日（金）

12:05 14:00 17:20松（ ）→仁川( ) 光州着
７月３１日（火）光州（ ）→金浦（ ） 仁川（ ）18:00 18:55 9:15８月１日（水）

４名決定！→小松（ ） 円位（お小遣いは別途）10:55 70,700交通費
：百々(どど）眞亜子（女・ 、武内志都（女・ ）金会長推薦 13 14）
：大平理恵（女・ ）嘉門弥生（女・ ）江守会員推薦 17 , 13

蛍鑑賞と06-07
年度お疲れ様会
６月３０日深谷温
泉石屋にて今年度の
会長・幹事の労い会
後、蛍鑑賞に出まし
た。のどかな山あい
に蛍は数匹しか見ら
れませんでしたが、
１匹々の光りは大き

く 感
じ ま

。した

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku
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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

よりのメッセージ新年度会長 金 沂秀会長
百万石ロータリークラブの皆さん ７月５

日（木）は２００７－２００８年度の最初の
日です。 新しくさがら整形外科の相良光貞
さんも新会員として出席されます。私キムと
しても初日と言う事で大変緊張しています。
どうか１人でも多くの仲間が参加し勇気ずけ
てくれたら嬉しいの心 宜しく。

年度2007-08 >
(役員 金沂秀 （役員 岩倉舟伊智 （役員 村田祐一、西村邦雄理事・(役員) 会長 ： 会長ｲﾚｸﾄ ： 副会長 ：） ） ）

宮永満祐美、宮本薫子 江守巧幹事 ： 副幹事： 会計： 直前会長：（役員 野城勲） 池田裕之
江守道子直前幹事：

西村邦雄 斎木妙子 竹田敬一郎クラブ奉仕委員長： 職業奉仕委員長： 社会奉仕委員長：
吉田光穂国際奉仕委員長： 新世代委員長：江守巧 村田祐一 監査：後出博敏 例会： ：大沼俊昭 SAA

水野陽子 吉田昭生 石丸幹夫 炭谷亮一RC 情報： 広報： 増強拡大： 修練選考：会報： 魏賢任
北山吉明 炭谷亮一 二木秀樹企画： 親睦： 友好：木下義隆 ：R 財団

相川晶代米山委員長：木場紀子 谷伊津子 (事務局)地域発展：

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

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp URL http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
土日祝日事務局執務時間 月火水金 ： ～ ： 木 ： ～ ： 休憩時間 ： ～ ： 休日10 00 16 00 15 00 20 30 12 00 13 00
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『 』点鐘 ロータリーソング 我等の生業
四つのテスト
皆さん、今晩は！会長挨拶

今日と土曜日の蛍の会で私の年度は終わ
りです。やっとホッとします。皆さんの大
きな協力を深く感謝します。本当にありが
とうございました。

RC先週２２日の金曜日から韓国南光州
を公式訪問して、月曜日に帰って来ました。とんでもない経

験をさせてもらいました。韓国仁川空港に向かう飛行機が天候が悪く小松空港に着陸できず、名古屋空港に降りた
と言うことで、私たち一行は汽車で関西空港に向かい関空から韓国仁川空港に向かいました。そこでは多数の南光
州の会員と家族の出迎えを受け、彼らの用意してくださったバスでソウルから光州へ向かいました。午後１１時頃
にうなぎのレストランに到着しましたが、そこは１０時までの開店している所で、チップを弾んで待たせておいて

下さったとのことでした。夕食をここで摂る予定が夜食になり、翌日の予定も少し変更になりまし
た。光州でのホテルの玄関には「歓迎 金澤百萬石 」と染め抜いた垂れ幕がかかっており、全員RC
驚きました。光州のホテルでは冷房が利かない部屋もあり、また翌日連れて行ってもらった昼食の
レストランでもトイレなど問題はありましたが、南光州 の皆さんの熱いおもてなしは心に響きRC
ました。帰国後には大量の写真がメールで届きました。 忘れられない光州の訪問でした。

メイクアウイッシュ・オブジャパン北陸支部長 越野 進特別ゲストの紹介
《 食 事 》一様 新任の御挨拶

次年度竹田社会奉仕委員長幹事報告・委員会報告 江守道子幹事：淺野川園遊会の案内
７月１９日の例会は社会奉仕委員会事業として講演会を「招龍亭」で開催します ちょっ： 。「

と気になる日本の医療」と題し講演は、後出会員にお願いします。会員他職場の従業員、友人
など多くの参加をお願いします。

-ニコニコＢＯＸ ¥20,000- ¥675,340- ¥5,360,050本年度累計 残高
本日は私の最後の日となりました。いろいろと皆さん有難うございました。 ２江守会長・幹事 石丸会員

回欠席しましたが、ウイーンでメーキャップしました。韓国は欠席してすみません。 先日は南光金 会員

炭谷会員 西村会員州へ無事行って参りました。 会長・幹事はじめ役員の皆様、一年間ご苦労様でした。

江守先生、一年間ご苦労様でした。 江守会長・幹事一年間ご苦労様でした。韓国では金さんに水野会員

は、本当にお世話になり有難うございました。 会長・幹事他役員の方々、一年間御苦労様で宮本薫子会員

した。私の今年度のロータリー目標①ニコボックスを毎回する。②皆出席する③出来る日は早めに来てお出迎

え係りをする。以上ほぼ達成出来ました。ありがとうございました。来期新しい目標を持って達成できるよう

努力します。それから、日曜日北海道でゴルフの自己ベストスコア９５が出たのに今日の北ＲＣとのゴルフコ

、 。 。ンペでは 自己ワーストで天国と地獄の一週間です 江守会長・幹事 会員の皆様一年間ありがとうございました村田会員

次年度の金会長・野城幹事よろしくお願いします。 役員の皆さん、御苦労様でした。 江守会吉田光穂会員 吉田昭生会員

長・幹事一年間、会の為にご尽力下され有難うございました。ゆっくり休養して下さい。

《 クラブフォーラム 「 一年を振り返って 」講話の時間 》
一年前からプレッシャーを感じています。二木先輩に声を掛けられました。地区の友情交歓委員長の仕事もあ金沂秀次期会長：

り、たいへんです。江守夫妻はよくやられたとおもいます。よろしく はや 年目です。 ６ヶ月たちまし西村邦雄： 申東奎：5
た。出席率はよいです。 皆さんと頑張ってきましたが、昨年やめようと思った事がありました。相川さんのおかげで斎木妙子：

続いております。 最初からのクラブ会員ですが、ーーーー 年たった頃かロータリーがたのしくな水野陽子： 石丸幹夫：20
。 、 、 。 、 。 。りました 石川 富山は勿論 世界中に友達ができました 次期はＳＡＡ 一番苦手の仕事です 何とか勤めたい吉田光補：

来年１０周年で、又幹事ですよろしく。 木曜はロータリー例会のため夜 ～ 時は仕事をあけてあり野城勲： 東海林也令子： 6 9
ます。 戻ってから 時まで仕事をします。 一年目は何時辞めようかと11 宮本薫子：

思っていましたが、２年目は目標を達しました。よい１年でした。次年度も新しい目

標をたてます。ニコニコボックス係を毎週したい。 ほのぼのとしたク夛田利明：

ラブですね、パワーをいただきたいです。 一年間役なしで思い出は少竹田敬一郎：

ない様です。次年度しゃ委員会で心いれかえて頑張りたい。 最終例会木下義隆：

江守道子幹事：の出席やっとまにあいました。来年は金会長の下でがんばります。

主人にすすめられた入会しましたが、自分自身進歩したとおもいます。学ぶこと多し

です。 人のためより自分のためですパイロットクラブにもロータリーの人が沢山入っ

てくださり感謝しています。昼は仕事、夜はジムにいっています。健康なのはロー

タリーのおかげです。 ほかのクラブにくらべてやはり我がクラブは素江守巧会長：

晴らしい。次は金会長のもと多くの会員がはいるといいですね。

点 鐘会長・幹事に花束贈呈！（宮本薫子会員、多田利明会員より江守巧会長・江守道子幹事へ）
「 国際ハートエキスポ 」の 「七夕ピースフェスティバル」が （土） ～ に金沢市観光会館2007 7/7 PM1:30 4:30
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2007
ました “会員増強”にも繋げたいので、チケットを購入して支援会員の皆様のご協力を 事務局まで。

回428
5F 2007.628ホテル日航

19/3751.35%出席率

5 79.73%月の修正出席率

会長・幹事に花束贈呈


