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ホストファミリー募集 日韓青少年交換プログラムについて
奉仕プロジェクト委員会委員長 炭谷亮一 国際奉仕 齋木妙子

今年度、下記の日程で日韓親善の青少年交換プログラムを開催致します。
男女６名をお預かり致しますが、ホストファミリーを募集いたしますので、どうぞご協力を宜しくお願い致しま

す。これまでに、経験のないご家庭でも 是非申込みを宜しくお願い致します。
受入期間 ： 年 ７月 日（水） ～８月３日（日）2008 30

※ 詳細日程は 追ってご連絡させて頂きます。
※ スケジュールについて良い案がありましたら、お知らせ下さい。

交換学生 ： 男女６名 申込み期日： ７月２３日（水） ※できるだけ早めにお願いします。

性別 年齢 派遣会員 ホスト姓 名 英 文
羅鐘基 La, Jonggi 男 15 金明洙会員 甥

炭谷亮一李佳林 Lee,Garim 女 18 宋俊榮会員 姪
金稍熙 Kim,Chohee 女 22 金賢錫会員 子 炭谷亮一
金聖民 Kim,Sungmin 男 14 金熙鳳会員 子
李恩聲 Lee,Eunsung 男 14 林有根会員 孫
徐鐘鎬 Seo,Jongho 男 14 林有根会員 孫

栗城史多君（ ）を応援するコンサート25
（水）石川県文教会館ホールにて（尾山町 ）2008.7.23 19:00 10-5

多くの会員のご参加を
テノール 北山吉明 ＭＲＯ混声合唱団有志 ピアノ 中田佳珠１部 コンサート「山のうた」

¥2,000２部 講演 「なぜ登る」 ソロアルピニスト 栗城史多 チケット
主催：栗城史多君を応援する人々
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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 ：
相川晶代事務室 ライブ ビル 〒 金沢市此花町1 2F 920-0852 3-2 T262-2211 F262-2241 (事務局)
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年度例会 予定 2007-2008
中谷安宏様（感染症専門医 「アメリカの生活7/10 ）

を振り返ってみて」 於：招龍亭
栗城多史様（ソロアルピニスト） 理事役員会7/17
休 会7/24
未定7/25

京都北東ＲＣ 周年例その他予定★ （祝）7/21 20
★ ラオスＩＴ教育センター式典・完成記会 7/26
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点 鐘
ロータリーソング

四つのテスト『我らの生業』

来週岩倉舟伊智会長 挨拶
は来たクラブの会長が来られま
す。それｋら栗城史多史の山の講

エベレスト頂上に話があります。
を飾って見たい百万石 Ｃの旗R

。ものです。署名して下さい
ゲスト紹介： 卓話者）中谷安宏（なかたにやすひろ）先生 感染症専門医（
（魏会員のオブザーバーとして）コウ リナ様 炭谷歯科医院のスタッ

フの方々 村田順子夫人
＊通算６カ年 西村邦雄会員 ＊１カ年 吉田光穂会員皆出席顕彰

の京都北東クラブの幹事・委員会報告 宮永満祐美親睦友好委員長：7/21
周年記念例会参加者はニコボックスをお願いします。 です。20 ¥3000

――食事――

¥15,000- ¥59,000 ¥2,936,445-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
。 、 。岩倉会長 上杉会員中谷先生の卓話 楽しみにしています 中谷先生 ようこそいらっしゃいませ

今日のテーマとても楽しみにしています。 中谷先生、本日はありがとうございま江守巧・道子会員

木場会員 魏 会員す。 中谷先生、ようこそ百万石へ。魏会員今日は大変御世話になります。

皆さん、こんばんは。ようこそ招龍亭にお越し頂きました。中谷先生のお話しを楽しみにしております。

黄さん、ようこそ。中谷先生のお話し楽しみにしております。 遠くアメリ齋木会員 炭谷会員

カアリゾナより卓話に中谷先生をお迎えして。 中谷先生、アメリカの話楽しみにして来ま竹田会員

した。宜しくお願い致します。 中谷先生の「アメリカの生活を振り返って」を楽しみにし永原会員

ております。

中谷安宏（なかたにやすひろ）先生 感染症専門医講話の時間 『アメリカの生活を振り返って』

年 高岡高校卒業、名古屋大学1975
工学部 金沢大学医学部を卒業し、名古屋第
２日赤病院、 年渡米、いくつかの研究所1988

Maricolaや病院をへて 現在はアリゾナの
で感染症と にたづさわMedical Center HIV

っている。
アメリカでの生活は米国人の奥さんと結婚
し、いくつかの州の大学や医療機関を勤務し
、 、て 州毎に異なる運転免許証をしめしながら

米国の生活や風景をスライドで説明されまし
た。
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26/3966.67%出席率
86.54%５月修正出席率


