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「夢をかたちに」 

(李東建会長) 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

                例  会  記  録  

 

    「ロータリーの友」2009 年 2月号縦書き p．２０に掲載される！ 

          (雑誌広報委員長、荒木憲一会員の投稿記事です) 

第 1４６０回例会 
平成２１年２月４日(水) 井波文化センター  
１．点鐘 小西会長 

２．君が代斉唱 

３．ソング「奉仕の理想」 

４．ゲスト卓話 崔柄玉(Choi Byung Ok；チェ ビョン 

オク)氏「日本に来て思うこと」紹介者：三角会員 

５．月結婚記念日…木村英典会員(11 日)河合耕一会員(24

日) 

６．月誕生日…坂井彦就会員(13 日)高瀬顕正会員(14 日) 
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７．会長の時間…「崔さん、ようこそ。さて、先日 1 月

31日に、30周年実行委員会を開催しました。そこで、

次のようなことが決まりました。①夫人同伴：自由参

加とし強制せず、服装も自由。②プログラムは後述(山

本)。③式典会場設営・撤収については業者委託。④

記念発表話：記念誌上で。記念事業は、看板を作成し、

除幕式を挙行。看板は 10 年以上の耐久性。標語・デ

ザインを 18 日まで募集。⑤祝宴コンパはテーブルに

1 名。⑥4 月 1 日 8 日はリハーサル。⑦これからの予

定表・行程表は幹事が作成。次回例会 18 日までに。

⑧予算概算で、式典 40・祝宴 100・事業 50・記念誌

40・その他 10・予備 10、計 250 です。(単位：万)ま

た、話は変わりますが、高柳ガバナーから、今年の国

際ロータリーの年次大会がイギリス・バーニンガムで

あり、参加者を募集中との事です。」 

８．幹事報告…「①次週休会で、次々週は拡大 30 周年杵

事業実行委員会です。②3 月 4 日、池田ガバナー補佐

が訪問されます。」 

９．委員会報告…①出席委員長(欠席：助田 SAA 代理：会

員 24 名中 12 名出席、出席免除者 7 名あり内 3 名出

席、調整後、20 名中 12 名出席で、60.00％。) 

１０． ニコニコ BOX(高瀬幹事：本日 5 名 7,000 円) 

 三角会員：崔柄玉さん、ようこそ。 

 荒木会員：雪のない２月、過ごしやすい暖かい日々、何

事もスムーズに。 

 木村会員：結婚祝ありがとうございました。 

 高瀬会員：誕生祝お礼。バレンタインデーと一緒です。 

 山本会員１：①３０周年記念誌、原稿依頼し、第１号受

領。幹さん感謝。②崔さん、ようこそ。 

 山本会員２：①ロータリーの友２月号に、記事掲載、荒

木さんに感謝。②３０周年特別招待者に招

待状無事発送完了しました。 

   (2 月計 7,000 円：年度累計 277,000 円) 

ゲスト卓話「日本に来て思うこと」 
崔柄玉(Choi Byung Ok)氏 

  
三角会員：。金京徳さんの紹介で、崔さんにお願いしまし

た。福野在住で､奥さんが日本人。TMS セイコーというプ

ラスチック加工の会社に勤めておられます。小矢部市民講

座で「ハングル講座」の講師をしておられます。 

崔柄玉氏：日本に来て、５－６年です。韓国の釜山の近郊

の出身です。はじめ結婚して福野に住んで、冬畳の上が寒

かったです。韓国はオンドルで、床が暖かいですから、戸

惑いました。町の道に花を飾ることは素敵ですね。韓国語

で、釜山と富山は同じ発音をします。小矢部市民講座でハ

ングルを教えていますが、富山弁は優しい雰囲気がありま

す。福野では、いろんな活動で交流できるのがいいです。

「スキヤキ」はいろんな音楽や文化を一緒に体験でき、子

供達も参加して、さらに新しい文化ができるといいです。 

韓国にいるとき若い時、軍隊に行って、いろんな人と付き

合いができなかった。町の江ざらいなど、始めて経験して、

みんなで自分の町を掃除するという体験をしました。それ

から、日本に来てロータリーなど、いろんな団体と交流で

き楽しいです。 

 

【編集後記】 

 本日の卓話は、韓国出身の崔さんでした。釜山出身と

いうことで､小生も２度釜山を訪問しているので、大変親

近感がありました。小矢部でハングル講座を受け持って

おられるそうですが、是非、国際交流の立場で、益々の

ご活躍を期待しています。 

 今号の付録で、３０周年記念式典から祝宴までのプロ

グラムを添付します。全体の流れがようやく決まりまし

たので、ご覧下さい。(山本武夫) 
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（資料）３０周年プログラム 

井波庄川ロータリークラブ創立３０周年記念式典・祝宴次第 
                              敬称略 

   ＊受付開始    １４：３０  鳥越の宿 三楽園 １F ロビー 
                          茶席コーナーにて､お抹茶を!! 
   －移動― (徒歩１０分) 
 式典次第    １５：３０ 庄川ふれあいプラザ  １F ホール 
                (庄川水記念公園内・・・別紙地図をご参照下さい) 
                             司 会       坂井 彦就 
１、点鐘（１５：３０）                  会 長       小西  勝 
２、開会のことば                     幹 事       高瀬 顕正 
３、国歌斉唱    「君が代」 
４、ロータリーソング 「奉仕の理想」 
５、開会の挨拶                      実行委員長     横山 豊介 
６、ご来賓の紹介                     会 長       小西  勝 
７、物故会員追悼(黙祷)                  (ナレーション) 
８、式辞                         会 長       小西  勝  
９、「３０年のあゆみ」回想                 実行委員長     横山 豊介   

10、記念事業の披露                    記念事業委員長   三谷貴志夫 
11、在籍 30 年会員表彰                   会 長       小西  勝 
12、祝辞             国際ロータリー第 2610 地区ガバナー     高柳  功 
                 国際ロータリー第 2610 地区パストガバナー  津田 達雄 
                    (スポンサークラブ 砺波 RC 代表) 
13、閉会のことば                     副会長       河合 耕一 
14、閉会点鐘（１６：２０）                会 長       小西  勝 
     （・式典終了後、同会場で記念撮影） 
 
          －移動― （徒歩１分） 
 看板除幕式    １６：４０  庄川水記念公園内  
 

   －移動― （徒歩 10 分またはマイクロバス利用可） 
 祝宴次第     １７：３０  鳥越の宿 三楽園 ２F 宴会場 
                         進行  祝宴委員長     坂井 彦就 
１、開宴の挨拶                      実行委員長     横山 豊介 
２、乾 杯            国際ロータリー第２６１０地区ガバナー    高柳  功 
３、お祝いのスピーチ              富山第３分区ガバナー補佐   池田  茂 
                        富山第４分区ガナナー補佐   向井 司朗 
４、万歳三唱                  砺波ロータリークラブ会長   市堰  豊   
５、手に手つないで 
６、閉会のことば（１９：３０）               会長エレクト   斉藤  彰 
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