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１０月のロータリーレートは １ドル＝９０円

（土 《東京世田谷中央ＲＣ合同例会》ホテルニューオータニ11/21 ）

石丸幹夫※ 石丸恭子夫人※ 井口千夏※ 岩倉舟伊智 上杉輝子※ 木村幸生※ 杵屋喜三以満※出席者
金 沂秀※ 金 英子夫人※ 藤間 勘菊※ 炭谷亮一※ 竹田敬一郎 多田利明※ 谷 伊津子 永原源八郎※
西村邦雄※ 前田宏智 水野陽子※ 村田祐一※

村田順子夫人※ 以上２０名
※印は 翌日のオプション参加者（＋村田会員の
娘さん参加）

合同例会プログラム（案）
（ ）１８：３０ 点鐘 関博子会長 世田谷中央ＲＣ

ロータリーソング 唱和 久野ソングリーダー
（世田谷中央ＲＣ）
ビジター・ゲスト紹介 親睦委員会（世田谷中
央ＲＣ）
世田谷中央ＲＣ会長報告 関博子会長
百万石ＲＣ 会長報告 西村邦雄副会長
（会長代理）
世田谷中央ＲＣ幹事報告 大胡田 清
百万石ＲＣ 幹事報告 多田利明

両クラブ 委員会報告
－ピアノ演奏－１９：００

・ラオスＩＴセンタープロジェクト報告他
炭谷亮一
・世田谷中央ＲＣ今年度奉仕活動の発表

懇親会
「 」ロータリーソング 手に手つないで

点鐘・閉会２０：３０

村田会長が遅れて到着次第 会長挨拶をし
て頂きます。
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年度例会予定 2009-2010
山本 優美 様（ 年度 国際親善奨学生）11/5 2007-08

「留学を通じて見えてきたベルギーという国」
会員卓話： ※理事役員会11/12
休会（ 日に振替）11/19 21

（土 《東京世田谷中央ＲＣ合同例会》ホテルニューオータニ11/21 ）
《歓迎 高崎 》ホテル日航 Ｆ「孔雀の間」11/26 RC 3

19:00 20:30卓話：高崎ＲＣとの交流 ～

ロータリー財団寄付 優秀クラブ 表彰

％のクラブ会員参加の 毎年 ％目標達成クラブ100 100
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点鐘
『 』ロータリーソング 我等の生業

四つのテスト
型インフルエン会長 挨拶 新

ザが大流行しています。幸い今
のところは弱毒性です。皆様、
栄養を摂り、もし罹っても負け
ない体力をつけてください。確
定診断のための検査は発熱後約

半日後でないと反応しないことが多いです。基礎疾患のない方は少し遅れて検査をするほう
が黒白はっきりします。早期ではっきりしないうちの対処法として漢方薬の痲黄湯がウイルス全般に効果がありま
す。インフルエンザにもタミフル同様に効果があります。主治医とご相談ください。できるだけ人込みを避け、手
洗い、マスク、メガネが予防に効果的です。話が変わりますがワールドシリーズでヤンキースが９年ぶりに世界一
になりました。松井秀喜選手は最終戦６打点の大活躍で を日本人で初めて獲得しました。おめでたいことでMVP
す。

(卓話者) 年度 国際親善奨学生 山本優美（まさみ）様ゲスト紹介 2007-09
白山石川ＲＣ 福田裕様ビジターの紹介

１日 水野 陽子 会員今月の誕生者のご紹介
４日 東海林 也令子（しょうじやすこ）会員
２７日 炭谷 亮一 会員
※因みに 山本優子（まさみ）さんも 生まれです。11/29

ロータリー幹事報告・委員会報告 多田幹事：百万石クラブは ～ 年度の2008 09
をなしたということで表彰されました。財団年次プログラムの中で卓越した功績

具体的には となった世界で ＲＣの１クラブにはいりました。① ％「財団の友」会員クラブ100 1568
正会員全員が年次プログラム基金に ＵＳ＄以上の寄付したクラブです。100

毎年あなたも ＄を！のクラブは世界わずか クラブです （ ）② 全正会員が毎年 ドル寄付100US 940 。 100
によろしくお願いいたします。もうすぐ、世田谷中央クラブと高崎クラブとの合同例会です。欠席なさらないよう

《 食 事 》ニコニコＢＯＸ
¥19,000- ¥311,342- ¥2,688,619-本年度累計 残高

ヤンキース松井がホームランを打ちワールドシリーズ・チャンピョンとな白山石川ＲＣ 福田裕様

りました。彼はＭＶＰです。 山本優美様、ベルギーでのお話を楽しみにしています。村田会長

山本優美様 ようこそ。本日の松井選手はすごかったです。 （Ｒ財団委石丸会員 木場会員

員長） 山本優美様、本日はようこそ百万石へ。卓話楽しみにお待ちしておりました。

山本さん、お帰りなさい。今後の御活躍期待しています。 １１月３日喜び炭谷会員 藤間会員

竹田事がありました。皆様のご支援のおかげでございます。感謝の意味をこめまして（１万円）

ヤンキース松井選手の朗報にビックリです。彼は本当にスゴイですね。郷土の誇りです。会員

「留学を通じて見えてきたベルギーという国」講話の時間
年度国際親善奨学生 山本 優美（まさみ）様2007-09

【プロフィール】 金沢美術工芸大学美術学部工芸科陶磁専攻卒業2007
ロータリー財団国際親善奨学生としてベルギーへ渡航 ベルギー国立ラ・
カンブル美術大学大学院修士課程陶磁専攻へ入学 ベルギー国立ラ2009
・カンブル美術大学大学院修士課程陶磁専攻修了

2009 Galerie de L'ô 2010.3個展 、ブリュッセル グループ展
ブリュッセル（予定）Coup d e C o e u r ,

ベルギー仏語圏美術大学卒業・修了者選抜展 、 本部、モンス2009.9 Tremplin WCC-BF
ラ・カンブル国立美術大学修了制作展・ ℃、ブリュッセル2009
2009.3 Talente国際工芸・デザインコンペティション

、ミュンヘン2009
、 、ブリュッセル2007.12 Marchéde Noel GalleryL'ISELP
、金沢市民芸術村、金沢2007.6 Socontemporary!

金沢美術工芸大学卒業・修了制作展、金沢２１世紀美術館、金沢受賞・2007.3
奨学金など

国際工芸・デザインコンペティション 陶芸部門賞 ミュン2009 Talente 2009 /
ヘン

２年間のベルギーで学んだ事、感じたこと、私の生活の一端をお話致し講話
RC RC Monsieurます。先ずベルギー到着後は受け入れ のカウンセラーのブルッセル のジャック・ラアンドンク（

回 例会536
（木）2009 11.5

5Fホテル日航

出席率 ％19/36 52.78
９月の修正出席率 ％67.62
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）さんが空港まで来て下さりました。また現地の銀行の口座開設や、アパート探しやアパーJacque Raemdonck
ト保険（敷金）などの契約をして下さいました。

の例会には数ヶ月に一度参加し、スピーチもしました。金RC
沢の話もしました。 ブリュッセルには実に多くの移民がい
て言語も様ざまです。フラマン語（オランダ語）ばベルギー
北部で、南部はフランス語です。工業の栄えている北部は独
立を望んでいるとか聞きます。

ベルギーに行き 「何故ブリュッセルに来たのか？」と問わ、
れる事がありました。私の専攻のセラミック（陶芸）はブリ
ュッセルが特に有名でもありませんでしたが、世界的視野で
美術表現の独自の感覚を磨きかったのです。ベルギーでの生
活は大学での制作を中心に、非常に充実していました。ミュ
ンヘン、ブラッセル、パリで個展を開きました。このチャン
スはロータリアンや留学中の友人のおかげです。

点鐘

ラオス支援の途中経過を報告いたします。
ラオスの産物を で販売しその利益をラオスに還元するために以下活動しています。RC

以下はお世話いただいたカムラさんとのメールのやり取りです 「カムラさんへ ８月のラオスでは大変お世話。
になりました。その後、金沢百万石 では今後のラオス支援について話し合われました。子供達の真剣な学習態RC
度から３ヶ年で終了するのは残念だとの意見が多くありました。引き続き支援をするにはどのようなかたちが良い
か？いろいろ話し合われました。
ラオスの産物を百万石 で販売し、その利益を支援に回そうではないか。ラオスへの一方的な金銭的援助ではなRC
く、ささやかですが、ラオスの産業にも良いことではないか！と ８月に我々がお土産に買ったものの中で、何
人かの方々がこれなら売れるのではないか、との品物をピックアップしました。添付の写真を見てください。とり
あえず２品目を試験的に 仲間内で販売してみることになりました。写真の２品目の異なったデザインが何種類RC

のカウンセラーBruxelles-Renaissance RC
氏Jacques raemdonk ジャック・ラアンドンク

Bruxelles-Renaissance RC
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かあると思います。あるだけのデザインの写真を折り返し送って頂けると助かります。８月にお土産として買った
時のお値段はそれぞれ８ドルと２５ドルでした。８ドルの品物を２００枚、２５ドルの品物を２０枚買うと値段は
値引きをして頂いていくらになるでしょうか？日本での販売価格との差額と運賃、手数料などを引いたものを寄付
することになりま のでよろしくご配慮ください。す

またこの件は１１月１１日に金沢地区の８つの の幹事会で相談されます。その結果、承認されれば正式 発RC に
注される予定です。金沢百万石 会長 村田祐一」RC
「村田会長へ いつもお世話になっております。ラオス子供達をご心配かけて頂きまして、心より厚く感謝いた
します。８月に買って頂いた（布）品物を値引きについて下記通りです： ８ドルの品物（布）は値引きして-

０７ になります。 ２５ドルの品物（布）を値引きして ２３ になります。US$ - US$
そして、もしこの２品以上 で売れそうな物があれば ご遠慮なく是非ご連絡下さい。RC
今まで日本人はよく買った物があれば妻に写真取らせて、見本として送り致します。
宜しくお願い致します。カムラ」

金沢８ＲＣ例会変更
（金）→ 日（火） ： ～ クラウンプラザホテル金沢「５ 合同例会」 （金）休 会西 RC 11/20 17 18 30 ANA RC 11/27

（火） ： ～ クラウンプラザホテル金沢「５ 合同例会」みなとＲＣ 11/17 18 30 ANA RC
（木）→ （土 《東京世田谷中央ＲＣ合同例会》ホテルニューオータニ百万石ＲＣ 11/19 11/21 ）

月より12
金 沢 12/16（水） ： ～ ホテル日航金沢「クリスマスパーティ」 12/30水） 休 会RC 18 00

1/6（水） 休 会 1/13（水） （火）金沢 新年合同例会※? 1/12 8RC
金沢東 12/14（月） ： ～ 金沢スカイホテル「年忘れ家族例会」 12/28（月）休 会RC 18 30

1/4（月） （火）金沢 新年合同例会※? 1/12 8RC
金沢西 12/18（金） ： ～ 金沢都ホテル「家族親睦パーティー」 12/25（金）休会RC 18 00

1/8（金） ： ～金沢都ホテル「新年例会」 1/15（金）→ （火）金沢 新年合同例会12 30 1/12 8RC
金沢南 12/22（火） ： ～ ホテル日航金沢「年忘れ家族会」 1/5（火）休会RC 18 30

1/12（火）→ （火）金沢 新年合同例会※1/12 8RC
RC 18 30 1/12 8RC金沢北 12/17 木 ： ～ 松魚亭 年忘れ会 12/24 木 休会 1/14 木 → 火 金沢（ ） 「 」 （ ） （ ） （ ）

新年合同例会※
香林坊 12/21（月） ： ～ 金沢エクセルホテル東急「年忘れ家族会」12/28（月）休会RC 18 30

?1/4（月） 1/12火）金沢 新年合同例会? 8RC
みなと 12/22（火） ： ～ クラウンプラザホテル金沢 「年忘れ家族親睦例会」RC 18 00 ANA

1/5（火）休会 1/12（火）→ （火）金沢 新年合同例会※1/12 8RC
百万石 12/17（木） ～ホテル日航金沢 「年忘れ家族例会」 12/24（木）休会 （木）休会RC 19:00 12/31

1/7（木）→ ／ （火）金沢 新年合同例会※1 12 8RC
※ 金沢 ＲＣ新年合同例会 月 日（火） ： ～ ホテル日航金沢8 1 12 18 00

金沢北ロータリークラブのホームページ
2008/09/30

ホームページを開設しました！
金沢北ロータリークラブ

http://www.kanazawa-north.jp/
。ご覧になって下さい

金沢香林坊 はリニューアルしましたRC
http://www.kohrinbo-rc.jp/

ホームページもあります。百万石 の の友好クラブから韓国南光州クラブの週報 から瑞石臺 RC HP
第 号 「日本 地区大会に参観記」と題して ページ1773 2009.10.12 2610 2
の記載がありました。先ず百万石 会報にすぐ南光州クラブの記事が出てRC
いた事から始まり、金沢駅に着いて金沂秀さん一行の車で東茶屋の芸者屋で
村田会長さんや皆さんとお酒を飲んだ事や楽しい温泉ホテル そして地区大
会の参加しての話、炭谷会員の次次期総裁に立候補での自信に満ちたお話に
は力を込めてお祝いした。またすばらしい北山吉明会員のテノールコンサー

トにもふれ、ラオスのＩＴ教育のためであったと述べています。
また 地区の中川可能作ガバナーのお礼のメッセージも最後に記載されていました。2610
「さる 月 ～ 日の地区大会にはお忙しいところ、遠路はるばる出席いただき大変有難うございました。石黒10 3 4
ＲＩ会長夫妻を迎えての地区大会も無事終わり、心からうれしく感謝申し上げます。今後のご健闘とご健康をお祈

E-mail nam-gwangju@hanmail.netり申し上げます 」という主旨でした。。 南光州 RC


