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３７１０地区（韓国）から地区大会に参加

～ に羽咋市に10/20 21
て開催された 地区の地2610
区大会に姉妹地区である

3710 RI地区から 高錫太
会長代理、朴天學友情交換
委員長、金容采次期ガバナ
ー、安星彰次期地区幹事
が来られました。

金沢百万石ＲＣと姉妹ク
ラブである韓国南光州ＲＣ
からはお馴染みの朴天學氏
が 地区友情交換委員長3710
として、次期ガバナーの金容采氏（河南ＲＣ）も既
に百万石ＲＣを訪問されたことがありお馴染みの
方です。 高錫太 会長代理は百万石ＲＣ会員RI
にとってはかつては歓迎会にご招待したり、何回

もお会いするチャンスのあった方です。 特に来年 は光州にて 地区の地区大会がありますので、百5/24~25 3710
万石クラブから多数ご出席されることを期待して
います。

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku
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年度例会 予定 2007-2008
米山奨学生 朴今香（パクキンカ）さん 北陸先端科10/18

RC学技術大学院大学修士 能美
申 東奎会員（野町広小路医院 『 歴史 』10/25 ）

《地域発展委員会主催》市環境保全課 佐藤博勝氏11/1
『地球温暖化防止』～エコライフのすすめ～
片桐 和喜様 （ 法人フィル・ジャパン・フレンド11/8 NPO

シップ理事長 （仮題 『緊急車両の寄贈事業について』） ）
～日本で使用済みの緊急車両が海外で再び活躍～
会員卓話：多田 利明会員（多田与㈱ 代表取締役11/15
職業分類；婦人服販売）
休 会11/22

《社会奉仕委員会事業主催講演会》マーク・エルウエル11/29
氏（白山インターナショナルスクール代表 『ちょっと気）

になる日本の教育子供達に必要な教育とは・・・』

10/20 3710地区金容采次期総裁、朴天學友情交換委員長
安星彰次期地区幹事を迎えて 小松空港にて

市内クラブ例会 変更
11 16 11 13金沢西ＲＣ 月 日（金）→ 月

日（火） 合同例会＊5RC
金沢北ＲＣ 月 日（木）休会11 22
金沢香林坊ＲＣ 月 日（月）休会11 26
金沢みなとＲＣ 月 日（火） 合同例11 13 5RC
会＊
金沢百万石ＲＣ 月 日（木）休会11 22
＊ 合同例会… 月 日（火）午後 時半5RC 11 13 6
～「松任グランドホテル」

、 、 、 、 、5RC は 金沢西 金沢みなと 野々市 白山
RC白山石川

高錫太RI会長代理
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点 鐘
ロータリーソング 『それでこそロー
タリー』
四つのテスト

沢山の出席う会長挨拶 金 会長：
れしく思います。 ２１日（日）１８
時より白鳥路ホテルにおいて、地区大
会へ参加の韓国 地区のご来賓の3710

歓迎パーティーを致します。李采承ガバナーはＲＩのお仕事で欠席ですが、朴
先生は友情交換委員長として出席されますので、皆さんご家族お揃いで是非ご出席下さい。

：米山奨学生 朴 今香（ボク キンカ）さん米山カウンセラー（能美ＲＣ）特別ゲストの紹介
新保 明 会員 なし 《 食 事 》ビジターの紹介

。幹事報告・委員会報告 野城幹事： ①地区大会の案内 ②例会後理事役員会を開催します
髙輪眞知子さんの公演「おりづる」のチケ江守道子会員：

ットのご案内。
テルメ金沢の新館オープンの入場券です。おわ上杉輝子会員：

けしますのでよろしくお願い致します。
の例会で社会奉仕委員で小松竹田敬一郎社会奉仕委員長：11/29

市の白山インンターナショナルスクール代表マーク．エルウエ
ル氏の日本の英語教育の現況の話しがありますとのＦＡＸがは
いりました。

¥22,000- ¥287,263 ¥5,605,647-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
米山カウンセラーとして朴今香さんに同行してきました。宜しくお願い致しま新保明様（能美ＲＣ）

す。 米山奨学生の朴今香さん、カウンセラーの新保明さん、本日はようこそ百万石木場米山委員長

へ。今月は米山月間です。豆辞典をお配りしてありますので、是非目を通してください。一年間 人、800
そして 億の寄附で奨学生を支えています。 米山奨学生朴さん、新保カウンセラー本日は宜14 金 会長

井口会員 江守巧・道子会しくお願いします。 朴今香様、ようこそ。本日は宜しくお願いします。

朴さんようこそお出で下さいました。本日は宜しくお願いします。 昨日東京のＮ員 木村陽子会員

ＨＫスタジオにてＦＭの「邦楽のひととき」の収録をしてきました。放送は１０月３０日（火）の１１時

より３０分間です。お忙しいと思いますが聞いて下さればうれしいです。 朴今香さん、ようこ申 会員

そ。ご活躍期待致します。 お休みばかりですみません。久しぶりに出席させて頂きま宮本玲子会員

した。宜しくお願いします。 朴今香さんようこそ。卓話楽しみにしております。大平会員

『 日本に来て感じたこと・変わったものについて 』講話の時間
米山カウンセラー（能美ＲＣ） 新保 明 会員）
米山奨学生 朴 今香（パク キンカ）さん

【プロフィール】 ２００２年４月新潟経営大学入学２００６年３月卒業。２００

６年３月北陸先端科学技術大学院大学入学。現在同大学修士課程２年生活科学科。

２００８年３月卒業見込。

私は中国の朝鮮民族で、故郷は吉林省です。 ｋｍ南には長白山があ『 講話 』 183
ります。鉱山資源は豊かで、薬用人参などもつくっています。４４も民族がいます。最
初日本に来てアルバイトをして大変でしたが、日本の成長のなぞもわかりましたし「失
敗は成功の母」の諺の意味もわかりました。現在は就職も内定しました。米山奨学生に
成って６ケ月たち、精神的にも落ち着き、寂しさも少なくなり、ロータリークラブ会員
の顔もおぼえました。ロータリーの友は米山やロータリーの理解に役立っています。引
っ込み思案の私にはオーストラリヤの人達は活発でうらやましい存在でしたが、努力し

て交流し友達も出来ました。日中文化を比較しますと、国花と国民性です。中国はぼたん、韓国はむくげ、日本は
さくらです。牡丹は華やかで豪華です。民衆の花で愛国心をあらわすむくげ、瞬間の美のさくらです。香辛料では
日本はわさび、韓国は唐辛子、中国は山椒です。最近の中国は大変変化がはやくビックリします。ビルもどんどん
建ち、人間の意識も変わって来ています。デパートには日本の様に品物は沢山ならんでいますが、まだ給料は少な
いのに値段は日本と同じです。大分清潔になりました。サービスもよくなって丁寧になりました。

点 鐘

谷伊津子ディナーコンサートのご案内会員 消息
（日） 金沢ニューグランドホテル 食事 ５ 銀扇の間 コンサート ４ 金扇の間12/2 pm5:30 F pm6:30 F

『 、 』 『 』 。歌のテーマ 生きる・・・そして ときめき！ お料理 体にやさしい薬膳料理 是非お出かけ下さいませ
心よりお待ち致しております。

T&F247-2219 090-8093-8093 E-mail utahime@p2222.nsk.ne.jp携帯

回442
5F 2007 10.18ホテル日航
23/38 60.53%出席率

86.84%９月の修正出席率
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2007～2008年度2610地区大会 10/20̃21 羽咋市にて

ロータリーは分かち合いの心
愛と親切を分かち合いましょう 世界の人びとの水資源の
管理、識字率の向上が必要です。現在 の国家で３４の200

32,896ロータリーゾーンがあります。ロータリークラブは
1000 0,8です。国別のロータリアンの数は人口 人で日本が

人、米国が 人、韓国 人です。日本のロータリアン1.3 1.1
数は伸び悩んでいます。

皆さん朝早くから沢山来ら
れ有難うございます。高錫太後夫妻には敬意を表します。
ウイルキン会長は「ロータリーは分かち合いの心」とのべ
ています。しかし此の活動も新会員が来なければやがては
消滅してしまいます。かっての地区の会員数 のピーク3443
から遠ざかりましたが、 の を まで持って行き9/1 2890 3098
たいと思います。各クラブの約束を期待していますのでよ
ろしくお願い致します。

第２日講師 西川ヘレンさん （西川きよし）夫人
『大家族～支え愛、見守り愛、励まし愛』

おじいちゃん、おばあちゃん、孫達、大変な大家族の中で
の奮戦記。老人の食事、排泄、外出、どれをとっても並大抵で
はありません。其の人間ドラマをヘレンさんの鋭いそして人間
愛にみちた細かい観察でリアルにユーモラスに表現しました。
内容は老人介護のきびしさでしたが、会場は爆笑ばかりで、さ

すが西川ヘレさんだとおもいました。欠席してきかれなかった皆さんには是非聞い
て欲しかったお話しでした。

3710地区金容采次期総裁、朴天學友情交換委員長
安星彰次期地区幹事の皆さんと大会会場にてお茶を楽しむ

高錫太ＲＩ会長代理

（ 地区光州無等 ）3710 RC

ー久保順一ガバナ

（羽咋 ）RC

第１日指導者育成セ
ミナー

五月女光弘氏
外務省参与 大使担当NGO

市村昭治大会委員長 松田健一羽咋 会長 高柳功次期ガバナー 中川可能作ノミニーRC
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－ 年度 国際ロータリー第 地区地区大会決議2007 2008 2610

＜決議第 号＞■国際ロータリーのテーマを推進する件1
ウイルフリッド ・ウイルキンソン会長は、 「ロータリーは分かちあいの心」のテーマを提唱されJ Rotary Shares

ました。 特に、保健、識字率向上、水、それにロータリー家族という今年度の強調事項を通して、私たちのクラ
ブ、私たちの地域社会、そして世界とともに分かちあいながら実証することを求められました。 私たちロータリ
アンは 「ロータリーは分かちあいの心」の理念を理解し、クラブで、地域社会で、そして世界に向けて更なる奉、
仕活動を続けることを誓い、決議する。

＜決議第 号＞■国際ロータリー会長代理ご夫妻派遣を感謝する件2
国際ロータリー第 地区 － 年度地区大会を石川県羽咋市において開催するにあたり、ウイルフリ2610 2007 2008

ッド ・ウイルキンソン会長は高錫太・曹蘭鎮ご夫妻を会長代理として派遣されました。高錫太氏は本大会に出席J
され、国際ロータリーの目標並びに現況につき有意義且つ感銘深いメッセージを述べられ、本大会を極めて意義あ
るものとされました。 私たちは、この優れた会長代理を派遣されたウイルフリッド ．ウイルキンソン会長のごJ
厚意とご配慮に対し、深く敬意を表するとともに、高錫太会長代理ご夫妻にささやかな記念品を贈呈し、心からの
敬意と感謝を表明することを決議する。

＜決議第 号＞■前年度ガバナー荒井公夫君に感謝する件3
前年度ガバナー荒井公夫君は、熱心且つ誠実に地区の運営に貢献され、ロータリーの発展に多大なる貢献をなさ

れました。 私たちは、その功績を称え、心からの敬意を表することを決議する。

＜決議第 号＞■ － 年度国際ロータリー第 地区会計決算を承落する件4 2006 2007 2610
前年度の年次監査報告が各クラブに対して行われた事を確認し、その監査報告が妥当且つ公正であったことが報

告されました。 本大会はここに正式に地区決算を承啓し、採択することを決議する。

＜決議第 号＞■ 年国際大会への参加を推進する件5 2008
年 月 日より 日間にわたるアメリカのロサンゼルスを会場とする国際大会がウイルフリッド ．ウイ2008 6 14 4 J

ルキンソン 会長主催のもと盛大に開催されます。 会長要請のもと地区内ロータリアンと家族は参加、協力すRI RI
ることを決議する。

＜決議第 号＞■本大会を記念する事業の件6
本大会を記念し、厳しい財政状況下において不足している図書を贈呈し、多くの人達に本を通して豊かな心を育

まれますよう期待し、図書購入費用として 万円を羽咋市に贈ることを決議する。100

＜決議第 号＞■次期大会開催地、並びにホストクラブに関する件7
－ 年度国際ロータリー第 地区大会は、富山みらいロータリークラブをホストとして富山県富山市2008 2009 2610

において開催することを決議する。

＜決議第 号＞■本大会ホストクラブ、コ・ホストクラブに対する感謝の件8
本大会は、周到にして綿密な計画のもとに運営され、多数のロータリアンの参加を得て成功裡のうちに進行し、

実りある成果を収めることができました。これは偏にホストクラブである羽咋ロータリークラブそしてコ・ホスト
クラブである石川第 分区の各ロータリークラブのご協力の賜物であります。 ここに衷心より感謝の意を表する3
ことを決議する。

以上決議する 年 月 日 － 年度 国際ロータリー第 地区 地区大会2007 10 21 2007 2008 2610

韓国3710地区の役員のみなさんの歓迎会

10/21（日）18:00から3710地
区金容采次期総裁、朴天學友
情交換委員長、安星彰次期地
区幹事の皆さんを金沢市の白
鳥路ホテルにむかえて歓迎交
流会をしました。

百万石 からは金沂秀夫妻RC
江守巧 江守道子 石丸夫妻 村

田夫妻と令嬢 斎木妙子 上杉輝

子お家族 申東奎 炭谷夫妻 岩

。倉舟伊智の皆さんが参加しました


