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石川プログラムス httr2007 年ベルギー短期交換留学生受入スケジュール
富山発－金沢バスでへ移動 ルネスかなざわ ホスト家庭に引渡し8/20 (月) 09:30-11:00 11:00-16:00 16:00

10:00-11:00 · 10:00 14:30-15:00 ·21 (火) ベルギー庭園記念植樹 奥卯辰山健民公園 集合 金沢市長表敬訪問
金沢市役所正面玄関集合 江守 宮永14:10

(水)22
(木)23

金箔工芸体験 箔一箔巧館に集合 箔一 ⇒ 工場はバス移動 キリンビール工24 (金) 14:00-15:30 · · 16:00-20:30
場見学＆バーベキュー 頃大和デパート裏にて解散21:00

(土)25
さよならパーティー 金沢スカイホテル26 (日) 17:30-20:30 ·

小松空港発 小松空港集合 便にて小松発27 (月) 15:30 · 14:30 ANA756

受入学生氏名
8/20-22 8/23-27Julie DE WOLF 22 LaurenceNEMERYde BELLEVAUX 21女 女 江守会員 大平会員

8/20-27Celine ANTOIN21 RoxaneDE BEL19女 女 宮永会員

ベルギー交換学生のさよならパーティーを最終日前日の８月２６日（日）１７：３０
より金沢スカイホテルにて予定しております。関係各位におかれましては是非、ご出席のほどよろしくお願い申し

8/3上げます。締め切り
国際ロータリー 第２６１０地区
青少年交換委員会 副委員長 北川雅一朗

ベルギー交換学生交流会のご案内

上記の日程で 地区の国際青少年交換プログラムと
してベルギーから交換学生を、当クラブで３名（女
子）受入致します。そこで、交流会を催しますので

万障繰り合わせの上ご出席頂きますようご案内申
し上げます。

８／２５（土） ～『 招龍亭 』19:00
会 費 会員・御同伴者 お一人／６，０００円
申込〆切 ８／２３（木） 事務局までご返信願
います。

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku

Kanazawa Million Weekly Bulletin No. 0434 8.23 2007
碧い大気

青い海 蒼い大地

．

例会 予定
年度2007-2008

《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
馳 浩様（衆議院議員）8/30

「衆参にねじれた国会のゆくえ 「モンスターペアレント」」
東修・知英ご夫妻（演劇人）9/6
ガバナー補佐 柳生好春（野々市 ）9/13 RC
例会終了後 「クラブ協議会」出席者全員

ジミー牛島様9/20
「子供達の武術大会 アメリカ」in

《ガバナー公式訪問 》9/27
久保順一ガバナー

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
今宵は 社長の白石恵一さまと北山先生のご子息の北山昇会長 挨拶： MRO

平トリオをお迎えして、ジャズ演奏の一時を過ごそうと思います。途中で北
山先生などの飛び入りもあることを期待しています。そのほかにも沢山の家
族、友人のゲストの皆様をお迎えしております。会員の皆様と一緒に、暑さ
を忘れお楽しみください。

白石惠一 様（ 社長 、北山昌特別ゲストの紹介 ビジターの紹介）（ MRO ）
平トリオ 北山昌平さん 小平俊一さん 山田順平さん 木沢建美 た（ 、 、 ） （
つみ）さん、大能須和子さん、山田俊之さん、大沼孝
徳さん、石丸夫人、北山夫人、村田夫人

《 食 事 》
新潟県中越沖地幹事報告・委員会報告 野城勲幹事：

震 義援金 ８／２．９に募金箱を回させて頂いた結果、
円集まりました。 地区を通して新潟の被災者へ36,000 2610

。送られます

白石恵一氏（ＭＲＯ社長 金沢 ）と北山昌平トリオジャズ演奏 RC
ジャズナイトの曲目は ①サテンドール ②愚かなリわが心 ③枯葉
など：

司会：北山吉明企画委員長
白石恵一氏談： 才です 「今は金沢 会員です。百万石クラブは和気68 RC。
あいあいのいいクラブですね。 ジャズのふれあいは私が中学生の時、映
画の篠田監督がよく遊びに来て感化をうけました。かっての其の夫人
白石かず子は私の妹です。金沢に来て邦楽もやって見ました

が篠笛は麻衣さんにならいました。学生時代はよく音楽演奏家としてよう
アルバイトになりました 」などトークがあってから 北山昌平トリオとの。

共演がはじまりま
した。

驚くべき素晴らし
い演奏でサックス

。はプロ並みでした

点 鐘

回434
20078.9ロイヤルパレススタジオ

23/39 58.97%出席率
85.81%６月の修正出席率

白石恵一社長の熱演

山田俊行氏
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韓国光州市 南光州ＲＣ青少年交換プログラムプログラム報告 追加

「ホームステイに行って」 百々 眞亜子
私は、６日間百万石ロータリーのお世話で韓国へ行かせてもらいました。私が、韓国へ行く前の韓国に対する

イメージは、キムチが多く日本の方が先進国、詐欺が多い国、などでした。
しかし、韓国へ行くとすごくやさしくてびっくりしました。ホストファミリーは私達３人に１人１人部屋を用意し
てくれて、引越も済まない新築に家事を置いてくれたり毎晩夜遅いときは、夜中の３時くらいまで宋さんの子供達
と英語やジェスチャーを使い話したり、とてもやさしく気遣ってくれました。私は、通訳の方に「韓国の人はみん

。」 「 。 、 。なやさしいですね と言うと そんなことないよ 私が日本に行ったとき 日本人からもっとやさしくされたよ
だから私達は、日本人にそれを返しているだけだよ 」と言われました。私は、あまりその言葉を信じられなかっ。
たけど、うれしかったです。

、 、 。 、今 日本と韓国は隣同士なのに歴史上では あまり仲がよくありません 私はもっと韓国と日本の交流が深まれば
良い関係になれると思いました。

「韓国旅行記」 武内 志都
７月２７日から８月１日まで、５泊６日で韓国へ行きました。韓国では、キムチは多いとは思っていたけど、

毎食キムチが出てくるのにはびっくりしました。しかも、その種類は数え切れないと思いました。
他には、韓国には風が吹いていませんでした。蒸し暑かったです。韓国の海は、茶色くて黒かったです。ドロド

ロして、なのに足が切れてしまいました。
海で初めてバナナボートに乗りました。ものすごいスピードでひっくりかえるかと思ったほどでした。乗ってい

たときに一緒に乗った男の子が吹っ飛ばされて、バナナボートでは絶対に手を離してはいけないとくことを、学び
ました。又、荷物は少ない方が良いということを学びました。

韓国の人は、みんな親切にしてくれました。韓国の人と会ったときは親切にしようと思いました。

ガバナーからのメッセージ
国際ロータリー第 地区 ー 年度ガバナー久保順一2610 2007 2008

会員増強月間は退会防止月間でもある
国際ロータリー第 地区目標は 名、 年には、 名のロータリ3,000 1998 3,357 2610

ー 年度ガバナー 久保順一2007 2008
アンが募い“超我の奉仕”に邁進し地域に存在感のあるロータリークラブを継承してまいりま
したが、その年度をピークに年々減少してロータリーの存在が薄れて来たような感じがいたし

。 、“ 、 。ます ウィルキンソンＲＩ会長は 新しい会員なくしてほかを語るわけには まいりません
なぜなら私達の活動がどんなに立派で尊いものであっても新しい会員がなければロータリーは
数年で消滅してしまう“と強く訴えられました “俺がやらねば誰がする、今やらねばいつでき。
る”と言う言葉があります。自分がロータリーを語らなかったら、誰が語りますか。今ロータ
リーに勧めなかったら、いつ勧めるのですか。会員ひとり一人、友人、知人、友達に限らずロ
ータリを語り、ロータリーを勧めて下さい。自分の奥様を、会員の候補者として、とらえるこ
とです。なぜなら、自分に対してもロータリーに対しても一番の理解者であるからです。奥様

は隣近所、地域の方々との交りが大変深いからです。 “宅のダンナもロータリーに入ったら内のロータリーに入
ってから、人生変わったように生き生きしてるわよ“と話しされ声を掛けて、ちょっと助言していただくことで、
会員増強にも退会防止にもつながるものと考えますが、いかがですか。奥様そして家族ぐるみの行事を重視し楽し
い催し親睦でロータリーの輪が２倍、３倍にも広がります。奥様、家族参加の奉仕活動生き生きし地域の方々にロ
ータリーの存在を高めていると聞いております。ロータリー活動は家族ぐるみです。 次は退会防止です。この５

1,100 1,500 1,000年間で 入会者 人 退会者が 人ありました 会員の死亡 転勤による退会者は３割 退会者の７割、 、 。 、 、
名はロータリーに見切りをつけての退会者です。その理由は何だったのか、よく知る必要があります。これからロ
ータリーに入会したいと思っている人に大きな影響を与えているのでは、と考えてます。絶対に退会者を出しては
ならないのです。もし経済的理由だとすればロータリーが経済環境で退会者をだすようでは、ロータリーの存在す
ら問われると思います。こんなときこそお互いが助け合っていくのがロータリー仲間でありロータリークラブでな
いでしょうか “ロータリーは分かちあいの心です”新会員は退会者の予備軍とも言われてます。新会員に対して。
心のこもった歓迎親睦の機会をもうけロータリーを語ってください。炉辺会合など腹を割って話し合える場をつく
りコミニュケーションを計ってください。クラブ活動、委員会活動等に参加を勧め、友情の輪を広めることで退会
防止者が減るものと信じております。

“退会者を減らすことで会員 名目指そう”3,000
ガバナー 久保 順一


