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９月のロータリーレートも １ドル＝９４円

ダメゼッタイ」国連支援募金
先日から例会で募金を戴いた分を させて頂きました。１１，０００円集まり送金

クラブ例会変更更予定
（水）地区大会へ振替 （水） ： ～ ホテル日航金沢「観月の宴」金 沢ＲＣ 10/7 10/14 18 00

10/5 9/11 45 9/25金沢東ＲＣ 金沢西ＲＣ（ ） （ ）月 地区大会へ振替 金 創立 周年記念式典

27 10/2 10/16 18 00（金）→ 日辰巳用水清掃例会に振替 （金） 地区大会へ振替 （金） ：

～ 和田屋「観月例会」 （金） → 日（火） ： ～ クラウンプラザホテル金11/20 17 18 30 ANA
沢「５ 合同例会」 （金） 休 会 （火） 地区大会へ振替RC 11/27 10/6金沢南ＲＣ

8/27 8/29 18 30 9/24 10/1 10/29 18 30金沢北ＲＣ （ ） （ ） 「 」 （ ） （ ） （ ）木 → 土 ： ～八百辰 納涼会 木 休会 木 地区大会へ振替 木 ：

～ 「ぶどうの木」 （月） ： ～金城楼「観月会」 （月）地区大会へ振替香林坊ＲＣ 9/28 18 30 10/5
10/6 10/13 11/17 18 30 ANAみなとＲＣ （ ） （ ） （ ）火 地区大会へ振替 火 職場見学例会 キリンビール北陸工場 火 ： ～

クラウンプラザホテル金沢「５ 合同例会」RC
（木）休会 （木）地区大会に振替 （木）会場変更例会 於：如来寺百万石ＲＣ 9/24 10/15 10/22

石川県婦人コーラス連盟 周年記念コンサートでオペレッタ会員消息 北山吉明会員のコンサート： 30
「メリー・ウイドウ」に出演します。 （日）開演 石川県立音楽堂9/21 14:00

¥1,000コンサートホール 入場料

（日） ～ （ 集合）斎木妙子会員より： 10/4 am10 12:30 9:30
集合場所：鞍月セントラルパーク
主催 金沢パイロットクラブ

脳関連障害の支援です。
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2009 2010～ >
宮永満祐美(役員） 会長： ｴﾚｸﾄ： 副会長： 幹事： 会計：村田祐一 藤間勘菊 西村邦雄 多田利明

永原源八郎SAA
副：二木秀樹（親睦：木村幸生 プログラム：金沂秀（ 井口千夏理事）クラブ管理運営委員長：

：永原源八郎 ニコニコ：江守巧 友好・ｸﾗﾌﾞ細則：炭谷亮一SAA
職業：野城勲 社会：吉田昭生 国際：魏賢任奉仕プロジェクト委員長：申東奎 副：相良光貞（

ﾗｵｽ ｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ：炭谷亮一）IT
副：吉田昭生（会員増強：岩倉舟伊智）会員組織委員長：上杉輝子

副：宮本玲子 ロータリー財団：年次寄付：村田祐一）ロータリー財団委員長：木場紀子 （
副：北山吉明（広報：杵屋喜三以満 ロータリー情報：北山吉明 会報：石丸幹夫)広報委員会委員長：野城勲

太字：理事役員★

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)

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

年度例会予定 2009-2010
米山奨学生8/27

坪倉かなうさん9/3
「わたしのおもいで」演奏：

バッハ 無伴奏 ソナタ
パルティータより

藤間勘菊会員他 パイロ9/10
ットクラブについて
クラブフォーラム9/17

「 」ラオスＩＴセンター報告他
休会9/24
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点鐘
『 』SONG R-O-T-A-R-Y

四つのテスト
お盆にラオス セン会長 挨拶 IT

ターに行ってきました。パソコンの
勉強をしている生徒たちの眼は真剣
そのものでした。満ち足りた日本の
子供たちから忘れ去られた眼でし
た。つくづくセンターを立ち上げて

よかったと思いました。教育省のモデル事業として立派に機能していました。炭谷先生が「おれはラオスの土にな
」 、「 」 「 」 。る と帰りたがらなかったのですが ビルマの竪琴 を思い 炭谷上等兵一緒に帰ろうよ！ と帰ってきました

９月１７日のフォーラムではサンプルとして買ってきた品物を会員の皆様に見ていただき、いくらなら長続きして
売れるか否かのご意見を頂きたいと思います。 もう一つ、高崎 から姉妹提携のお話が来ています。石丸先RC
生の説明の後、この相談もしたいと思います。

米山奨学生 賈佳（カカ）さん 金沢南 林 隆信ゲスト紹介： ビジターの紹介 RC
会員（米山カウンセラー） 金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二 会員

《 食 事 》
上杉輝子山のお孫さ幹事報告・委員会報告 金沂秀プログラム委員長：

んがピアノコンクール一位になりました。また坪倉かなうさんｋら にお会9/2
。 「 」いすることを楽しみにしています 坪倉かなうさん わたしのおもいで9/3

演奏：バッハ 無伴奏 ソナタ パルティータよりがあります。
高崎 のお土産のお菓子をまわします。百万石との姉妹ク多田利明幹事： RC

ラブの申し込みがありました。石丸会員に詳しく説明して貰います。
会報の１ページにのせましたが、活発な百万石 との石丸幹夫会報委員長： RC

交流を特に望まれました。兎に角、高崎 は 名の老舗であり、釣り合いはRC 69
どうか心配ですが、南光州 のような老舗とも付き合っていますので、この話RC
はすすめれればと思っています。

本日の例会後、米山奨学生 賈佳（カカ）さん生を囲んで恒西村邦雄副会長：
例の交流会を当ホテル１ で行います。多数参加下さい。F

： （日）北山先生のコンサートの前にはパイロットウ斎木妙子会長エレクト 10/4
オークへ来てください。丁度地区大会の日ですが、

。村田祐一会長：百万石クラブ賞をパイロットにだしたらどうですか？拍手あり
オペレッタ「メリーウイドー」に出演します。北山吉明会員：9/27

¥38,500- ¥202,500- ¥2,584,780-ニコニコ BOX 本年度累計 残高
林隆信様 当クラブの米山奨学生賈佳さん、本日は宜しくお願いします。 賈佳金沢南ＲＣ 村田会長

さん、ようこそ。日中の「架け橋」になってください。 米山奨学生の賈佳さんよ江守巧・道子会員

うこそ。林さんもようこそお出で下さいました。 カカさんようこそいらっしゃいました。上杉会員

日本の学生生活大いに頑張ってください。 林隆信カウンセラー様、米山奨学生 カカ様よ木場会員

うこそ金沢百万石へ。お話楽しみにしています。例会後、ＩＦファウンテンでもよろしくお願いします。

賈佳さんようこそ。本日は宜しく。 金沢南ＲＣから林さんと奨学生の賈佳金 会員 竹田会員

さんをお迎えして、卓話を楽しみにしています。 奨学生の賈佳様、ようこそ。卓話楽しみ西村会員

にしています。 カカ様こんばんは。日本の文化はどうですか？中国の出身地のお話楽しみ永原会員

にしております。南ＲＣの林様よろしくお願いします。 米山奨学生賈佳様、ようこそ。水野会員

賈佳様をお迎えして。ようこそ。宮永会員

。※ 姉妹クラブの申込みを戴いた分などをニコボックスします高崎ＲＣから戴いた分とその時の食事会の残金 8/21

米山奨学生 賈佳（カカ）さん講話の時間『 留学するということは 』
金沢星陵大学修士課程 経済学部

私と日本とのかかわりは中国にはカラーＴＶをはじめ日本製が沢山あ
りました。 世界の大国のなかにあって、トップクラスの発展を遂げた
日本人はまじめで一生懸命に働いています。島国でありながら世界２
位の経済国になっています。先ず、日本に住んで見ないことには其の
背景の文化や人間を理解出来ないとおもいました。こちらに来てつ
らい事もありましたが、其の経験は私の宝です。自身と勇気の源に
なりました。日中の理解はアジアの世界にとって極めて重要なこと
です。中国の大地震には日本の迅速な行動には感謝しています。
（大略ですが、原稿が届き次第、再記載します ）。

点鐘

回 例会528
（木）2009 8.27

3Fホテル日航

21/37 56.76%出席率
７月の修正出席率 ％75.72

金沢南 林隆信RC
カウンセラー


