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南光州ＲＣ会長 金 沂秀 様南光州ＲＣより祝電
、 。会長ご就任をお祝い申し上げ 貴クラブのご発展と会員皆様方のご健勝をお祈りします 南光州ＲＣ会長 金明洙

直前幹事 江守道子南光州ロータリークラブ37周年記念式典に参加して
去る 月 日 金 から 日 土 かけ、友好姉妹クラブの韓国南光州ロータリークラブ 周年記念式典出席6 22 ( ) 25 ( ) . 37

の為江守巧会長江守道子幹事、金ギス会長エレクト夫妻村田祐一クラブ奉仕委員長夫妻、西村邦雄友好委長 岩, , , ,
倉舟伊智増強拡大委員長、水野陽子会員、そして金会員の友人の上杉てる子氏、福間夫妻と総勢 人で出発。小12
松空港に集合 そろそろ搭乗時間と思いきや 強い雨風で仁川空港からの飛行機が着陸することが出来ずやむなく名, , ,
古屋空港へ着陸したとのことで 急遽関西空港から夕方出発のハプニングとなった。仁川空港では 午後からずーと, , ,
待っていてくれた南光州 の現会長金ミョンス氏、前々会長チョン・ミョンベ氏、ソンジュンヨン夫妻をはじめRC ,
多くの会員が笑顔で迎えてくださいました。記念写真をとり、高速道路をバスで一路、光州へと向かった。 途中、.

“ ” 、 。夜中の 時半ごろ 有名なウナギの専門レストラン で夕食 をとり ホテルに到着したのは真夜中の２時だった11 ?
翌午前中に、康津（カンジン）青磁資料博物館へ行き、韓国の伝統的な青磁の歴史､工程、窯の跡などを見学し、
その後遅い昼食を近くの海岸線にある店で、美味しいお刺身定食の舌ずつみを打った。そして、夕方、 時から無5
提山パークホテルで式典が始まった。会場は、入口付近に綺麗なお花のデコレーションが数多く飾られ、とても華
やかな雰囲気だった。南光州の会員の出迎えを受け、会場に入ると約 ５ 人のロータリー会員、家族でいっぱい2 0
だった。可愛い女の子達の韓国伝統加耶琴の演奏で幕
が開き、引き続き会員夫人の重厚な専門家達の演奏が
続いた。第 代会長 チェ ヨンウック氏の離任挨38
拶や第 代会長の金ミョンスウ氏の就任挨拶に引き39
続き、金沢百万石ロータリークラブからの出席者の紹
介、韓国語による江守会長、幹事の挨拶があり、盛大
な拍手で歓迎された。その後、 地区総裁の李スン3710
チェ氏の挨拶や約 人の新入会員の紹介などが続い20
た。そして、宴会となった。その後、別会場で、二次
会が行われたが、韓国や日本の歌が交互に歌われとて

。も和やかで且つ旧交を温める楽しいひと時を過ごした
日本語が上手な会員が増え、帰り際に日本語で書いた
心温まるカードを全員がいただき、とても感動し、忘
れられない思い出となった。翌日は、ソウルに移動。
しばしのショピングや食事、観光を楽しんだ。今回の
訪問を終えて、改めて南光州会員の熱い思いを心から
感じ、来年の当クラブ 周年には韓国から多くの会10
員に是非お出かけいただき、益々交流を深めていきた
いと思う今日この頃である。

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku
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例会 予定
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7/12
院大学学長 「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）
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8/2 05-06
社会奉仕委員長 「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

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
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点鐘
ロータリーソング『手に手つないで』

四つのテスト

我がクラブは会長 挨拶・所信表明
金沢で最後に出来たクラブですが、諸先輩
会長、会員のもと一番仕事をしてきたクラ
ブだと思っています。私は入会してやがて
８年になりますが、入会当時体重が１００

ｋｇありました。江守前会長の一言で８３ に減量でき健康体になりました。会員には個性的kg
、 。 。な方々が多いのですが どの方も無くてはならない方々です １０年の節目に会長をおおせつかり光栄に思います

２０年の節目に向けて努めますので皆様のご協力をお願いいたします。

卓話者） シオタニ・マスクーダさん、 ファジールクレシー様、西蔵 明様特別ゲストの紹介：（ Dr.K.M.Pandita
南ＲＣ 岡元 洋人様ビジターの紹介：

８日 村田祐一会員 ２１日 金沂秀会員今月の誕生者の紹介：
２８日 北山吉明会員

国際ロータリー地区より委嘱状の授与：
地区 年度 友情交換委員長金沂2610 2007-2008

秀会員
《 食 事 》

幹事報告・委員会報告：
2610 10/20~21野城勲幹事： 地区 地区大会が

。 。 、羽咋市です 締め切りは今月中です 役員の他
入会 年未満の方は出席義務者です。3
昨日 の幹事会があり、ガバナーの訪問時の8RC

5000 48記念品を各クラブ負担 円としました。ベルギーからの学生受け入れは
名です。金沢百万石 は 名受け入れですが の負担となります。RC 4 ¥60,000

後出会員の医療法改正の話しを前もって少しお願いしてあります。竹田敬一郎会員：
の例会は招龍亭にて 「第五次医療法改正の概要と今後の対後出会博敏会員： 7/19

応について」のお話をさせていただきます。少し説明します。－－－－－－
朝６時から白尾海岸で地引網をして魚を食べましょう谷伊津子地域発展委員長：7/8

ご参加を
¥45,205- ¥45,205- ¥5,405,255-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高

皆さん、今日は会長として金第一回目の例会です。一年間よろしくお願いします。相良先金 会長

生あんやと。Ｄｒ．ＫＮパンディタ、本日は楽しみにしています。 今年度は、一年間頑野城幹事

張っていきますので皆様方のご協力とお力添えをよろしくお願い致します。 皆江守巧・道子会員

様一年間色々とありがとうございました。金沂秀会長、役員の方々、一年間宜しくお願いします。本日

はパンディタ先生、宜しくお願いします。 金会長、今年度はお世話様です。野城幹事石丸会員

にも再度登場願い、よろしくお願い致します。 金新会長、新しい船出の第一回目の例岩倉会員

会を迎えおめでとうございます。新執行部の皆様今期一年よろしくお願いします。又、江守会長・幹事

をはじめ旧執行部の皆様ご苦労様でした。東京よりニコニコボックスします （電報） 金。 井口会員

会長、これから頑張ってください。 金会長、これから一年間よろしくお願いします。大沼会員

母の入院で随分、お休みしてしまいました。金さん、十周年の年の会長、よろしくお木村陽子会員

回429
5F 2007.7.5ホテル日航

28/38 73.68%出席率

5 79.73%月の修正出席率

ようこそロータリーへ

新入会員 さん相良光貞
SAGARAMITSUSADA
No 71 H19.7.5会員 ． 入会

生男性S27.5.22
職業分類 整形外科医
さがら整形外科医院 院長

920-0342 3-203〒 金沢市畝田西

T076-267-6700 F 076-267-7001
920-0923 15-40自宅住所 〒 金沢市桜町

T 076-232-2625
推薦人：金沂秀 村田祐一

貞氏新入会員の入会式（バッジの授与）相良光
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願い致します。 十周年の節目の年に金会長、野城幹事よろしくお願い致します。 皆さん、こんば木場会員 魏 会員

んは。江守会長、幹事お疲れ様でした。金会長と野城幹事の新年度で皆様、楽しくやりましょう！７月３日カンボジアのプリン

申 会員 炭谷会員スを囲む会で招龍亭にご参加の皆様、ありがとうございました。 金会長のご活躍期待致します。

キム会長、共にこの一年汗をかきましょう。相良先生、入会歓迎します。ロータリーを楽しんで下さい。 江守ご齋木会員

夫婦、一年間お疲れ様でした。金様、一年間よろしくお願い致します。相良先生、お待ち致しておりました。 金竹田会員

体制で大きく益々クラブが発展することをねがって。 江守会長、幹事御苦労様でした。金会長、野城幹事これ西村会員

から一年宜しくお願いします。 ロータリーのエース金さん、一年間よろしく。さがら様入会おめでとう。二木会員

水野会員 村田会金会長 野城幹事一年間どうぞ宜しくお願いします。先週の深谷温泉では、ホタルが美しかったです。

皆様、新年度も宜しくお願い致します。金会長、野城幹事カジ取り宜しくお願い致します。 設立十周員 吉田昭生会員

年目の船出に際し、会長、幹事各役員のご健闘を祝します。 深谷温泉「蛍観賞会」お疲れ様でした。支払から７０５有志

円のおつりが出ましたので、ニコニコボックスします。

Dr.K.M.Pandita講話の時間 「インドからみた印日関係について」

塩谷マクスダさん：先生は私の大学の先生です。

親愛なる皆様 ようこそ 皆様とお話が出来ること光栄
に思います。

日本とインドは二つの活気に満ちたアジアの民主国家
です 国際的には平和のために協力しています 南。 。 （SAARC
アジア地区協力連合）を重視し、国際社会から尊敬と影響

安全保障理事会の拡大をめざしている。 拡散防止力をえています 「。 WMD
を必要としている。国際テロの防止に協力している。日本は世界で３番
目、インドは６番目の石油とガスの大輸入国ある。インドは人口１０億

1000 290 1500 10,000人 ２５才未満が５億 万人以上 の大学 の研究所、 、 、 、
の高等教育センター 万人の大学生、 人の工学系以外の大学院200 300,000
生／年、 人のエンジニア／年、スーパーコンピュウター、核燃料200,000

1958 1986のリサイクル 人口衛星 年 日本はインドに円借款を開始、 、 、
年 日本はインド最大の援助国となり、いまや世界の４番目の大投資国である。インドへの はFD

までに 億 万ドルでインドの外国からの直接投資総流入額の ％をしめている。首相2006.11.30 461 3000 6
、 、 、 、の訪問は に中曽根首相 と に森首相 に小泉首相の 回 日本は労働者不足だが1984 1999 2000 2005 4

インドは人的資源が豊富、ソフトウエアーは優れており、日本はハードがすぐれている。インドには原
料が豊富にあり、日本は技術と資本がある。インドは大きな市場である。両国は世界のためのビジョン
を共有している。

今後５年で３万人に日本語教育をする。インドのハイスクールは任意の外国語に日本語を導入する。
大学／研究所に日本研究センターを開設、 には日本でインドフェステバル、 にはインドで日2007 2008
本フェステバルをする。 の訪問者は 以下で に にしたい。インドに住む日本人2006 150,000 2010 300,000
は 人（ ）で日本に住むインド人は 人です。 は日本・インドツーリストイヤーで2,098 2006.4 16,988 2007
ある。 は 年に （日本語版）が塩谷マクスダ著など多くの出版がある。Book 2000 TARA

当時の森首相との 世紀における日印グローバルパートナーシップの確立がある。2000,8 21
点 鐘

石川鹿島ロータリークラブの名称が「中能登まほろば」変更になりました。

南光州RC青少年交換プログラム参加者
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。派遣する年になります。
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（ ）→金派遣日程 ７月２７日（金） 12:05 14:00 17:20 18:00
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

金会長推薦 江守会員推薦４名決定！ ：百々(どど）眞亜子（女・ 、武内志都（女・ ）13 14）
：大平理恵（女・ ） 嘉門弥生（女・ ）17 , 13

６月 新旧理事・役員会のご案内
定例理事会を開催いたします。
日 時： 月 日（木） 例会終了後（ ～） ※決算処理の都合により第３週に開催となります。7 19 21:00
場 所：招 龍 亭
議 題：① 年度決算報告について ② その他06-07


