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2008.4.19多くの来賓や会員を迎え創立１０周年記念例会
金沢百万石ロータリークラブ会長 金沂秀10 周年を迎えて

本日ご出席の皆様、御多忙中のところ、金沢百万石ロータリークラブ創立 周年10
記念例会にご出席賜り誠にありがとう御座います。 地区ガバナー様、バストガ2610
バナーの皆様、地区役員の皆様、各クラブの会長幹事様、親クラブの金沢北ロータ
リークラブの皆様、更には遠く韓国から姉妹クラブの南光州ロータリークラブ、京
都クラブ、東京世田谷中央ロータリークラブの皆様、本例会に御出席いただきまし
て誠にありがと金沢百万石ロータリークラブを代表して心より感謝と御礼を申し上
げます。
さて私共、金沢百万石ロータリークラブは創立 周年を迎えるにあたり、先輩チ10

ャーターメンバーの方にお聞きしますと、当時の仲谷純三ガバナーの肝入りで、金
沢北クラブを親クラブとして新クラブ設立の準備に入りましたが、初代会長故飯野
健志会員、同じく二代目会長石丸幹夫会員と北クラブから移られた数名ががロータ
リーの事情に詳しく、他のメンバーは経験が浅く、お二人の獅子奮迅の働きで何と
か の設立にこぎつけたと聞いております。その後も、当クラブの事情に詳しいRC

人の話しによれ金沢百万石 は日本一かざらない気楽なクラブであった為メンバーの出入りが激しく、当初は会RC
の維持にも苦労した様でしたが、私の知る限りここ ～ 年はしっかりしたクラブの形態を整えて来たのではない5 6
かと思っています。百万石 は女性会員も多く又外国の方も 人います。他のメンバーも皆さん国際人であり、RC 3
進取の気風に富んだ国際ロータリークラブではないでしょうか。

過去 年間の奉仕活動としては当初より、メイク・ア・ウイツシュオブジャパンと子ども夢フォーラムの両ボラ10
ンティア団体を継続支援して参りました。又、海外に於いては、 年間モンゴルへ古着と学用品を贈り、ここ三年間4
はネパールの貧困家庭の学童へ資金援助を行っています。又韓国南光州ロータリー本の姉妹クラブと共にマッチン
ググラントで老人施設に沐浴車を、京都北東ロータリークラブと児童の為の図書館を送っており、バトミントン交
歓試合を始め青少年交流もこの 年間とぎ互に続けて参りました。10

10 2 RI2610 CLCさて、当クラブの 周年記念事業としてラオスの首都ビエンチャン郊外に 年前に 地区で建設した
学習センターの隣接地に 教育センターを建設し、当地の 教育の一助になればと思っています。実際に私自身IT IT
現地を訪問し、又教育省の幹部の皆様ともお会いしましたが、ひしひしと センターへの期待が感じとれました。IT
この 月 日に現地で調印を行い 月中には完成の予完ここで改めて御協力いただいた南光州 、東京世田谷中3 20 7 RC
央 、京都北東 、野々市 とコーディネーターの中村啓二郎様に感謝と御礼を申し上げます。RC RC RC

私の今の気持ちを少しお話しさせてください。久保ガバナー様、 地区のロータリーアンで良かったです。2610
谷本知事様、石川県民で良かったです。金 忠慶駐新潟総領事様、韓国人で良かったです。稲村先生、日韓親善協
会会員で良かったです。最後にこの大事な 周年の百万石ロータリーで会長と言う大事な役を任せて下さった、百10
万石の皆様、百万石ロータリークラブに出会えたのが最高に良かったです。これからも頑張りますので皆様宜しく
お願いいたします。

金沢百万石
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周年のお祝いの言葉10

国際ロータリー第 地区 ガバナー 久保 順一2610

みなさん、おめでとうございます。
金沢百万石ロータリークラブさんにおかれましては創立 周年を迎えられ、誠におめ10

でとうございます。
貴クラブでは、 年 月に金沢北口一夕リークラブさんをスポンサーとして設立さ1998 4

れました。奉仕の理想の下に“分かち合いの心”で立派に業績を積み重ねられ着実に歩
まれ発展し続けてこられました。地区を代表して心よりお祝い申し上げます。

年設立された翌年、韓国南光州ロータリークラブと友好クラブとして提携され、南1999
光州から青少年を受け入れ、又派遣し、お互いの囲の伝統文化歴史をホームステイを通
して学び、生活体験をしながら見聞を広めるプログラムを、創立からずっと続けられて
こられました。青少年だけでなく、会員相互の友情も深めておられます。

年、 年目に京都北東ロータリークラブ、東京世田谷中央口一夕リークラブと友2000 2
好クラブとして結ばれ友好訪問や合同例会を重ねておられますこと、大変うらやましく

思っております。友好クラブのご理解とご協力をいただきながら、ラオスに 教育センターを建設する計画を進IT
めておられること新聞に大きく報道されました。 地区にとっては誇りであります。2610
一方地域に対する奉仕活動として、チャリティコンサートを毎年続けて実施され、市民の方々・こ大変喜ばれた上
に収益を身障者のために寄付されるプログラムを続けてこられました。
金沢百万石ロータリークラブは奉仕活動を通してロータリーの存在感を高められ、我々の模範クラブであり敬意と
感謝を申し上げます。

終りになりましたが、 周年を期に益々ご発展されますようご祈念申し上げ、お祝いの言葉といたします。10

－－－－ －－－－１０周年記念奉仕事業について
．主旨：1

ラオスはインドシナ半島内部の海の無い内陸国です。日本の本州のほぼ同
じ面積で、その ％が高原ないし山岳地帯で、人口 万人の世界におけ70 520
る最貧国の一つです。識字率の低さが国の発展を妨げており、国民 人ひ1
とりが貧しさから抜け出せない大きな原因の一つになっています。なんと

5 2610 CLCかこの現状を打破しようと 昨年の 月に 地区会員からの浄財で、 、
、 。学習センターが建設運営され 地域の識字率の向上に貢献しつつあります

更にこの事業を補完し発展させようと、 学習センターの隣接地に 教CLC IT
育センター（略 ）プロジェクトを金沢百万石 の 周年記念事業とITEC RC 10
して行います。
２，財源： 財源の内訳として金沢百万石 が ，㈱米ドル、姉妹クラRC 20

RC RC RC 15,000ブである韓国南光州 東京世田谷中央 京都北東 が併せて、 、
米ドル、中村啓二郎コーテリネ一夕ーの出身母体である野々
市 と賛同頂けるクラブで 米ドルの合計 米ドルRC 5,000 40,000
を拠出します。

1 30 50墜小中高校生で初級英語の理解できる若年者（ 回に ～
名）
・運営： ラオス教育省と共同運営を行い、 ～ 年間、現4 3 5

IT地の打数育の出来る講師をこのセンターに派遣し、確実に
教育をサポートします。

周年事業コーディネーターの10
中村啓二郎氏に功労賞を

野々市（中村 、東京世田谷中央（下川 、京都北東（大西 、南光州（金）） ） ）

各ＲＣ会長より奉仕事業の協力金目録を受ける。

建設予定のＩＴセンター

年度例会 予定 2007-2008
2008.4.19（土）18:00 はクラブ創立１０周年例会★

休会（ 日の振替）4/24 19
その他予定
★ ～ （韓国光州市)5/23 24 3710 地区地区大会

京都北東ＲＣ 周年例会★ （祝）7/21 20
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： 登録受付・…・…‥17 30
ホテル日航金沢 孔雀の間… 3F

参加者入場18 15：
： 開会18 30

司会木村 幸生 井口 千夏
＊開会までの１０分間演奏
ピアノ：相良容子氏
ヴァオリン：藤原朋代
チェロ：福野桂子

会長記念例会開会点鐘
ピアノ伴国家斉唱 韓国国歌、日本国国歌

奏（東海林）
我らの生業 ピアノ伴奏 東ロータリーソング「 」 （

海林）
物故会員を偲んで黙祷
故飯野健志、故岩城宏之、故乾昭男 様

ご来賓紹介
金沂秀会長挨拶 会長

ご来賓祝辞
国際ロータリー第 地2610

久保順一様区ガバナー

石川県知事
谷本 正憲様

駐新潟大韓民国総領事
金 忠慶様

石川県日韓親善協会会長
稲村 建男様

感謝状贈呈
友好交流功労 朴 天学
先生 李 庠根先生 南（
光州ＲＣ）
功 労 中村啓二郎氏

故飯野健（野々市ＲＣ）
（代理飯野郁子夫人）志

石丸幹夫
（協賛クラ記念事業発表

ブより目録贈呈）南光州
東京世田谷中央 ． ．野々市 ． ．R C R C． ．京都北東 ． ． R C R C

金沂秀会長閉会 点鐘

休 憩 分間 演奏 ピアノ 相良 容子 ヴァイオリン 藤原 朋代 チェロ 福野 桂子10

回466
創立十周年記念例会
ホテル日航 孔雀の間3F

2008 4 19．

28/40 70.00%出席率木村幸生会員 井口千夏会員

飯野夫人に功労賞をわたす。

記念事業発表の炭谷委員長

通訳 宋有宰氏

功労賞の石丸幹夫氏・朴天學氏・李庠根氏
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於：ホテル日航金沢 孔雀の間祝 宴 3F

： …ボーカル谷 伊津子会員19 50 歓迎の歌‥
ピアノ伴奏 東海林也令子会員

・南光州 会長 金明沫様祝辞 RC
京都北東 会長 大西 均様RC

東京世田谷中央 会長 下川徳雄様RC
乾杯
金沢北 会長 小間井宏尚様RC

坂口國男様 創立１０祝電披露
。 。周年おめでとうございます 益々のご

発展を記念申し上げます
ライド10 年の歩みと記念事業紹介 ス

石丸幹夫

多田利明会員ニコボックスの紹介
１０周年特別会計へ入金１４１，５００円

創立１〈ご来賓〉柳生好春ガバナー補佐

０周年おめでとうございます。益々のご発展を

祈念致します。

おめでとうござい京都北東ＲＣ鈴木明廣様

ます。心よりお祝い申し上げます。

創立１東京世田谷中央ＲＣ会長下川徳雄様

０周年おめでとうございます。お互いに若いク

ラブですのでもっと発展してゆきましょう

創立１０周年を迎えられ〃 近藤禎夫様

誠におめでとうございます。益々のご発展を祈

金沢北ＲＣ小間井宏尚、中田龍一様ります。

金沢北ＲＣの子クラブである金沢百万石ＲＣの１０周年を心からお祝い申

し上げます。

創立１０周年おめでとうございます。金沢北ＲＣ有志一同

金沢百万石ロータリー１０周年をお迎えし、心よ金沢みなとＲＣ表征史様

りお慶び申し上げます。

金沢百万石ＲＣ創立１０周年記念例会おめでとうございます。白山石川ＲＣ酒井、斉藤

創立１０周年おめでとうございます。誉の発展をお祈り致します。野々市ＲＣ会長中村寛二様

皆様今晩は。百万石ＲＣの１０周年記念例会にご参加を頂き有難うございます。〈当会員〉金 会長

他 （以上１万円） 沢山のご参集のもと１０周年記念式典を会員各位のご協力により進行す宮本玲子会員、相良光貞 吉田昭生

ることが出来まし た事を感謝申し上げます。 、 （以井口千夏、吉田光穂、水野陽子、炭谷亮一、齋木妙子 上杉輝子、大沼俊昭

上５千円） チャーターメンバーとして入会させていただいて早１０年。本当に数多くの事を学ばせていただきま竹田敬一郎

した。有難うございます。これからも、宜しくお願い致します。

、 、 、 、 、 、 、 、 、申東奎 池田裕之 石丸幹夫 木場紀子 木村陽子 江守巧・道子 野城勲 二木秀樹 永原源八郎

多田利明

（シャンソン・他）…‥……‥……シャンソン歌手 谷 伊津子会員友好の歌
創立 周年実行委貞長 吉田 昭生閉会の挨拶 10

ピアノ伴奏（東海林）ロータリーソング「手に手をつないで」
・インフォメーション 司 会 者21 20： 司会 ●

スライドショウは認証伝達式から20周
年ラオス ＩＴセンタープロジェクトま
での国際活動39枚

南光州 金明沫会長 京都北東 大西均会長 東京世田谷中央

下川徳雄会長

金沢北 小間井会長


