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李庠根パストガバナー金沢市に
3/15（南光州ＲＣ）が

午前１１時小松空港から金
沢市に夫人と来られまし
た。氏は約３ヶ月間、金沢
に滞在され、老人医学の勉
強をされるそうです。
３７１０地区の重鎮ロータ
リアンですので又いろいろ
ロータリーの話しをお聞き
したいと思います。

驚き！早々と会報とホームページ
発行の丸岡クラブ

素速い事務局 宮川さんの対応

昨年の山中ＲＣ との合同例会に金沢百万石ロータリークラブを訪問
て講演をされた谷伊津子会員様と下田会長との堅い約束にて訪問が実現致

しました。金沢百万石ＲＣ は創立されて１２ 年目で、会員も若く、特に女性会員が３０ ％を占めて、とても華やかな例会と
なっていました。村田会長さんをはじめ会員の方々から温かな歓迎を受けました。村田会長さんと下田会長のバナーの交
換、林田千之会員が『丸岡町と奥の細道』と題する卓話を致しました。金沢百万石ＲＣ の会員さんの中には、森田町や三国

例会終了後も、名刺交町出身の方や福井になじみ深い方もいらして、時々交される福井弁に懐かしさを感じたようでした。
換や懐かしい話などで親睦を深め
ていました。 事務局 宮川晴美
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年度例会予定 2009-2010
『丸岡町について』林田千之会員（丸岡 ）3/18 RC
祐専寺にて大沼俊昭会員「私の生命(いのち)を支えるもの～ご本尊～」3/25
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桝田隆一郎様（地区ロータリー財団委員長）4/8

4/15 RC未定「仮題：韓国のロータリー」李庠根パストガバナー南光州
高岡哲夫 様（石川第２分区ガバナー補佐）4/22
休会 （法定休日）4/29
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点鐘
『それでこそロータリー』
四つのテスト（会長挨拶に）

丸岡ＲＣ村田祐一会長挨拶：
の皆様 ようこそ当クラブの例会
にご出席くださいました。
先日は高崎ＲＣと姉妹クラブにな
りました。ロータリーの仲間がど
んどん増えています。とても楽し

いことです。今後は気の合った仲間が行っ
たり来たりする関係を築いていきたいと思
います。よろしくお願いいたします。今日は少し真面目にふざけて
みたいと思います。
そのためＳＡＡにお願いして４つのテストを会長挨拶にスライドし
て頂きました。
今日の４つのテストでは私は全く逆の事をいいます。皆さまはこ

れまで通りに言ってください。このアイデアは松山西ＲＣの乃万恭
一さんのアイデアです。テストの逆を言うと怖い事になり真実が見
えてきます。時には物事を反対から見るのも良いかと思います。で
は 「逆４つのテスト」、
一、嘘かどうか
一、みんなを差別

しているかどうか 一、悪意と裏切りを極めるか 一、自分一人
の為になるかどうか
……… 時々やってみようと思 ますが皆様いかがですか？. い

（ ） （ ） （ ）ゲスト紹介 卓話者 林田 千之 ちゆき 様 丸岡ＲＣ会員
丸岡ＲＣ 下田重道様（会長）奥村雅徳様（幹ビジターの紹介

事）髙島勝美様（ＳＡＡ）林田千之様（会員増強委員長）釣部勝
義様（社会奉仕委員長）金定基（雑誌・広報・ＩＴ委員長） 宮
川晴美様（事務局）
金沢東ＲＣ 和田清聡様

地区協議会サブリーダーの委嘱状の授与

炭谷亮一会員
岩倉舟伊智会員 会計
谷 伊津子会員 社会奉仕

《 食 事 》

①来週の例会は大沼俊昭会員の祐専寺幹事報告・委員会報告 多田利明幹事：
にて行います。②高崎ＲＣには３名（石丸夫妻、金沂秀会員）出席です。

韓国南光州ＲＣの李庠根パストガバナーご夫妻が （月）石丸幹夫会報委員： 3/15
、 。 。金沢市に来られ 約３ヶ月滞在されます 現在は十間町に住まれることになりました

老人医学を金沢医科大学での勉強される予定です。会員の皆様にはよろしく御願い致
します。

パイロットクラブの事よろしく御願いいたし藤間勘菊会長エレクト：
ます。又李庠根先生のことですが、電気毛布やバスマットなど余分にお持
ちの方は貸してください。

パイロットクラブの案内
石川県立美術館ホール 開演２００１年４月１１日（日） 13:30
前売 円（全席自由）1,500

076-267-9007問い合わせ：村田順子まで

回552
（木）2010 3.18

5Fホテル日航

18/37 48.65%出席率
58.33%１月の修正出席率

下田重道丸岡 会長RC
大和デパート、 世21

紀美術館にいってきま
した。山中 とは友RC

11/17好クラブで毎年
に合同例会をしていま
す。谷伊津子さんが卓
話にこられたので、こ

ちらにＭＫしました。 会員は 名で、36
ＨＰもあります。
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¥38,000 ¥583,843- ¥3,066,469-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
卓話者の林田千之様 丸岡ＲＣ下田より謝礼金をニコボックスに頂きました。有難うございます。

本日はお世話になります。 こんばんは。本日は大変お世話になり重道様 丸岡ＲＣ奥村雅徳様

丸岡ＲＣ林田千之様 丸岡ＲＣ金定ます。 卓話をさせて頂きお聞き苦しいでしょうが宜しく。

基様 丸岡ＲＣ６０ｋｍ離れた丸岡ＲＣより に参りました。宜しくお願い致します。Make-up
髙島勝美様 丸岡ＲＣ釣部勝義様 村田会長今日はお世話になります。 お世話になります。

石丸会員丸岡ロータリークラブの皆様ようこそ当クラブ例会にお越し下さいました。大歓迎です。

丸岡ＲＣの皆様ようこそ。福井市（旧森田町）出身です。 丸岡ＲＣの皆様ようこそ木 場会員

百万石へ。卓話楽しみにしています。 丸岡ＲＣの会員の皆様ようこそ百万石へ。大歓迎炭谷会員

します。 丸岡ＲＣの皆様ようこそ。 丸岡ＲＣの皆様本日はようこそお越し下申 会員 谷 会員

さいました。昨年１１月に丸岡ＲＣと山中ＲＣの合同記念例会の時には卓話とシャンソンを歌わせて

頂きお世話になりました。同郷の皆様と一緒に例会できること本当にうれしく思います。今度は私達

も貴クラブへお邪魔したいと思いますのでその時は、宜しくお願いします。 丸岡ＲＣの皆様ようこそお出かけ下さ藤間会員

いました。 丸岡ＲＣの皆様ようこそ。 丸岡ＲＣの皆様をお迎えして。ようこそお越し下さいました。水野会員 宮永会員

「 丸岡町の紹介 」講話の時間
林田 千之（ちゆき）様（丸岡ＲＣ会員）『丸岡町と奥の細道』

プロフィール： 会員歴３０年 年会長 この年永年の念願であった姉妹1994-1995
クラブ締結

林田です。金沢の百万石の城下町で福井県丸岡町は５万石の話をいたします。まあ
人前で御話をしますと認知症になりにくいといわれてりますので、つとめて話しす
る事にしております。たまたまとなりの部屋では糖尿病の話しをしているそうです
が、 今日は私にはそれを聞いたた方が良いのかもと思ったりもしています。

丸岡には北陸最大の古墳があります。前方後円墳の大きい物で継体天皇のものと
考えられます。こしの国越前は朝鮮からいろいろな文化が入り、栄えました。行政
的には丸岡町、坂井町、坂井市、三国町があつまり人口は 万 千人で、福井県で9 5
は２番目です。丸岡は山、坂井は田圃、春江は商業、三国は貿易が主で市街地があ
りません。教科書に出ている「一筆啓上」は有名です。能登の総持寺の開山は丸岡
の人がしました。徳川時代も加賀は外様であり、福井は親藩です。武生が初期の前
田の城でしたから、鯖江にけん制する城を作っています。

芭蕉の「奥の細道」を読んでいるといくつかの謎に出くわします。福井藩に入ると急に俳句がが少なくなります。
謎を生んだ芭蕉「旅」の軌跡 歴史の背景と人脈コネクション 幕府を震撼させた越前藩に関わる三つの事

件 幕府の戦略 老中戸田忠昌と芭蕉・勘兵衛との接点 松平家・戸田家・有馬家 松岡藩の創設と藩士
戸田勘兵衛 越前「戸田家 （まるや） など 戸田 徹（とだ とおる）氏の著書で詳しくわかりました。」

点鐘

金定基（雑広ＩＴ長） 奥村雅徳様（幹事） 髙島勝美様（ＳＡＡ） 釣部勝義様（社会奉仕長） 下田重道様（会長）

林田千之様（会員増強委員長）

宮川晴美様（丸岡事務局）と相川晶代さん
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会員消息
東海林也令子会員：
トップ指導者２０人のレッスン公開！
日本のピアノ指導者として－－ヤマハムックシリ
ーズ－－

Profile
。 、国立音楽大学ピアノ専攻卒業 金沢大学教育学部

石川県立辰巳丘高校芸術コース、仁愛女子短期大
学音楽科の各講師を歴任し、現在、金沢医科大学

。 。（ ）看護学部非常勤講師 石川県ピアノ協会会長 財
石川県芸術文化協会理事 。いしかわユージックア。
カデミー実行委員 （社）全日本ピアノ指導者評議。
員・ステーション育成委員 （財）日本ピアノ教育。
連盟北陸支部運営委員。日本ショパン協会中部支
部幹事会員。国際ロータリー 地区金沢百万石2610
ロータリークラブ会員。これまで各種コンクール
で審査員を務める傍ら、音大進学、コンクール上

位入賞や全国大会出場など多数の優秀な門下生を育てている

連休に名古屋と白川郷に行ってきました。かたや春爛漫でしだれ桜が満開、一方はようやく万作の村田祐一会長：
花が咲いたけど雪の中。

例会変更
（水） ～ ホテル日航金沢「観桜会」 （水） 休会金沢ＲＣ 4/14 18:00 3/17
（月） ～金沢スカイホテル「春の特別」 （月）休会金沢東ＲＣ 4/12 18:30 4/26
（金） ～ 和田屋「観桜例会」 （金）休 会金沢西ＲＣ 4/9 18:00 5/7
（火） ～ 会場未定「観桜会」 （火）休会金沢南ＲＣ 4/13 18:30 3/30
（木） ～ 松魚亭にて「お花見夜間例会」金沢北ＲＣ 4/8 18:30
（月） ～金城楼「観桜会」 （月）休会 （月）休会香林坊ＲＣ 4/12 18:30 5/31 3/29
（火） ～ゆわく温泉かなや「観桜夜間例会」みなとＲＣ 4/6 18:00

『ロータリージャパン』
ホームページ情報

『ロータリーの友』 月号の要旨を、 日4 26
に掲載する予定です。 月号では、ロータリ4
ー雑誌の紹介など、雑誌月間にちなんだ特集
を組んでいます 『ロータリージャパン』ホ。
ームページ

http://www.rotary.or.jp
「ロータリーから入り、画面下方右にある

。の友 月号4 」をクリックしてご 覧ください

地区や他の地区やクラブのホーム2610
ページもご覧下さい。大変参考になります。


