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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

映画『愛の職業奉仕』の御紹介
東京世田谷中央ロータリークラブ 会長 中山卓郎2006-07

当クラブでは、昨年 周年を記念して職業奉仕をテーマに10
した映画『愛の職菜奉仕』を制作し、この度 にしましDVD
た。
制作の目的は：
．ロータリーの基本である職業奉仕を、映像で分かり易く1
表現する。
．単なる職業紹介ではなく、職業を通して社会や顧客そし2
て社員や家族と向き合っている姿勢や、思いの部分にスポ

ットを当てる。
．中学や高校の学生達に見せ、会社案内やホームページでは見えない職業人の思いを理解して将来について考え3

る際の一助となるものとする。
．新人会員候補に対して、入会勧誘のための補助4

資料として活用する。
当クラブの当時の全会員 名が出演して、多28

くの方々に分かり易く楽しんで頂けるように表現し
。「 」 、ました 愛の職業奉仕 という つのテーマの下1

シナリオ制作は会員自身が担当し、撮影／編集／ナ
レーション／音入れなど ０人以上のプロの方々の5
御協力を得て、企画構想から 年半の時間を掛けて1
完成しました。
今まで多くのロータリアンが、様々な機会に繰り返
し議論して来た「職業奉仕」の映像化にチャレンジ
したものです。この機会に是非ご覧頂いて、職業奉
仕について話し合う時の参考にして頂ければ幸甚に
存じます。
その上で、この が青少年の方々の将来についDVD
て考える際の一助になると思われましたら、地域の
高校や中学に配布して役立てて頂ければ、制作した
者としてこの上ない喜びです。

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku

Kanazawa Million Weekly Bulletin No. 0430 7.19 2007
碧い大気

青い海 蒼い大地

．

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

年度2007-08 >
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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
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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
本日は親クラブの北クラブ駒会長 挨拶

井会長、中田幹事をお迎えして子クラブの新
会長としてうれしく思います。 頑張ってい

特別ゲストのく心構えを新たにしています。
卓話者）北陸先端科学技術大学院大紹介：（

学 学長 潮田 資勝（うしおだ すけかつ）様
北山真美夫人、大沼孝徳さん（子息）ビジターの紹介：

金沢北ＲＣ会長ビジターの紹介
小間井 宏尚（こまい・ひろなお）

様 〃 幹事 中田 龍一 様金沢
香林坊ＲＣ 近藤勝則様 小幡謙二様
小間井 宏尚金沢北 会長：かってRC
石丸さん、飯野健志さんと南光州ＲＣ

。をはじめて訪問したことがあります
２０年以上も前のことです。早いも

。 。のです 百万石クラブの 周年を応援いたします10
通算５カ年 西村邦雄 会員皆出席顕彰：

＊ルビー入りバッジ
《 食 事 》

幹事報告・委員会報告：
来週は例会後理事会です。羽咋ＲＣホストの地区大会のポ野城勲幹事：

スターが事務局にあります。見て下さい。
2007 in村田祐一新世代委員長： チャイルドライン全国フォーラム

いしかわが本年 （土）～ （日 、金沢市で開催されます。協賛は10/20 21 ）
一口 と 、 記載で の口もあります。よろしくお願¥3000 TEL URL ¥10,000
いいたします。締め切り８月末。

ご案内済の７／１９（木）の例会は竹田敬一郎 社会奉仕委員長：
社会奉仕委員会主催として講演会を開催致します。会員以外の方にも 聞いて頂くこ
とが社会奉仕としての主旨と考えておりますので是非 知人・友人・ご家族・特に医
療関係に従事されていらっしゃる方をお誘い頂きますようにお願い致します。
申込み〆切は、延期して１６（月）とさせて頂きます。
テーマ 「新医療法人制度の概要と対応」講師 税理士法人ノチデ会計 代表社員後
出博敏氏 場所 招龍亭 日時 木 時 会費 会員以外 円 食7/9 19~21 2000（ ） （
事付き）

パイロットクラブのチャリティイベント 朗読とジャズコンサートの協賛金について。江守道子前幹事：

¥26,000- ¥71,205- ¥5,431,255-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
小間井会長・中田幹事 百万石ロータリークラブの皆様、今日は。金沢北ロー金沢北ＲＣ

タリークラブの今年度会長を務めます小間井と幹事の中田でございます。新年度スタートに当
たり表敬訪問させて頂きました。今年度１０周年を迎えます貴クラブの益々の発展を御祈念申
し上げます。 夏までのダイエット見事に失敗しました。１０キロ金沢香林坊ＲＣ小幡様

、 。 。減どころか５キロ増し クリスマス目指してブートキャップします いつも有難うございます
北クラブ会長小間井様、中田幹事様ようこそ。潮田先生、楽しみにしています。金 会長
潮田先生のお話勉強させて頂きます。金沢北クラブ小間井会長殿、ようこそ。石丸会員

江守巧・道子会員 大平会員先週はお休みしました。金 会長の小生は、１回目です。
潮田学長のお話楽しみにしております。 ご高名な潮田博士のお話、楽しみにして大沼会員
おります。 北ロータリー新会長・幹事様、百万石へようこそ。一年間大役を十炭谷会員
分楽しんで下さい。 来週の社会奉仕委員会の講演会「新医療法人制度の概要と対竹田会員

西村会員応」せっかくの機会ですので、ご家族・お知り合い誘い合わせの上、多数の出願をお願い致します。
潮田先生ようこそ。卓話楽しみにしています。５年連続出席できました。

「地域の共有財産として大学」講話の時間
北陸先端科学技術大学院大学 学長 潮田 資勝（うしおだ すけかつ）様

先生はは米国ダートマス大学を卒業された後、東北大の電気通信研紹介 北山吉明企画委員長：
、 、 。究所長 理化学研究所長をつとめられ 現在は北陸先端科学技術大学院大学 学長をなさっています

世界物理学会会長もなさっていて、ご専門は光の物理で固体表面物性ということです。

回430
5F 2007.7.12ホテル日航

28/38 73.68%出席率

5 79.73%月の修正出席率

北 小間井会長RC

北 中田幹事RC
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米国ダートマス大学はご存じのスキーの 年卒業の猪谷千春選手の留講話 1952
学した大学です。私は日本の高校から学部入学をしまして、 年卒業です。大学と62
いうと象牙の塔とといわれていますが、ジェントルマンをつくるところです。専門

10 5的勉強 研究になりますと大学院になります 寒いところで 月から雪が降り始め、 。 、
月中旬まで降ります。 ° で暖かい日でした。-15 C
本題になりますが、もともと大学と言うところは教育、研究のメインで、理想主義
が追求出来る事です。お坊さんからはじまったので、修道院です。日本では京都で

。 。 、はお坊さんをつくりました 上智大学などそうです ダートマス大は 年に出来1760
米国のインデアンにキリスト教を教えるためにつくられましたから、彼らには授業
料が免除されました。日本人もモンゴル系と云うこと免除でした。

これまで大学は大体理想主義を貫いてきましたが、今日の様な実用主義の時代は
大変です。しかし、大学の存在は地域の文化レベルの維持のために甚だ大切です。
金沢市は第四高等学校の伝統があり、小さな街ほど大学のウエイトが大きくなりま
す。 実際京都では大学の名刺を出せば飲み屋の付けがきくし、仙台市では東北大
教授の名刺でタダになることもあります。仙台市の人口 万人の内、２万人が東100

北大学の関係者です。実際、大学赴任時に掃除のためモップやバケツを買ったら、教授がそんなものとつけで配達
してくれました。

大学は知識の供給源でで、地域インダストリーに役立つ必要がありますが、アインシュタインの研究の様に当時
は社会に役立つかどうかわからん様なものが現在の社会に多きウエイトをしめるようになりました。大変現在北陸

まあ学長というのは雑用先端科学技術大学院大学では人件費が 億円で、やはり経済効果はあると思います。30
点 鐘係で、苦情承り係りです。

潮田資勝学長を囲んで二次会（此花町 味処この華にて）
の例会終了後 潮田先生とともに小間井宏尚金沢北7/12 、

クラブ会長、金沂秀会長 江守巧前会長 江守道子前幹事、
北山吉明企画委員長ご夫妻ら１３名が１０時近くまで語らい
ました。

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（ ～）7 19 21:00
※決算処理の都合により第３週に開催となります。
場 所：招 龍 亭
議 題：① 年度決算報告について ② その他06-07

ガバナー補佐ご挨拶

石川第 分区 若林智雄氏（金沢東 ）1 A RC
石川第 分区 ガバナー補佐を務めさせて頂くことになりました。 「ロータリーに は無1 A NO
い」との思いでお受けいたしましたが、 回に及ぶ研修のたびに血圧も上がりっばなし、責務5
の重さを痛感いたしております。 のテーマが「ロータリーは分かちあいの心 、久保ガバRI 」
ナーは思いやる気持ちがロータリーに分かちあいの心をもたらし 「超我の奉仕」の実践とな、
り、そのロータリーの魔力は想像もつかない素晴しい事をなしとげる力と活力の源であると説
いています。補佐の手引書には、その役割は指定されたクラブの管理運営について、ガバナー
を援助する事とあり、 項目にわたる責務が善かれています。しかしあまり難しく考えず、担16
当する つのクラブの良い所を積極的に見つけ出すことで、一緒にクラブ活動の発展を考えた6

いと思っています。 一年間よろしくお願いいたします。

石川第 分区 柳生好春氏（野々市 ）1 B RC
この度、石川第 分区 ガバナー補佐を拝命し、その責任の重さを日々実感しています。1 B

、 、地区研修リーダーからガバナーの代理として その責務を全うしてはしいという激励をうけ
身の引き締まる思いでいっぱいです。まずはガバナー公式訪問が実り多いものになるよう最善
を尽くすのが第一と心得ます。また 年 月の 理事会で正式に承認された につい2004 11 RI CLP
て地区内でも早々に取り組むクラブがいくつか名乗りを挙げていますが、このサポートも重要
な任務となってきています。ロータリーが会員減少に直面している現在、社会のニーズに応え
るために 導入はもとより、各クラブの委員会活動においても地区とクラブの連携、情報CLP
交換の必要性がますます重要になってくると思われます。微力ながらそのパイプ役の一翼を担
えれば幸いです。
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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12
出発。小松空港に集
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多くの会員が笑顔で迎RC ,
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11
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。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、 時から無提山パークホテルで式典が始まった。 会5

、 、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、家族でいっぱいだ2 0
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38
チェ ヨンウック氏の離任挨拶や第 代会長の金ミョンスウ39

氏の就任挨拶に
引き続き、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3710

の李スンチェ
氏の挨拶や約

人の新入会20
員の紹介など
が続いた。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10
国から多くの会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。


