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2015 年 1 月のロータリーレートは１ドル＝ 118 円 2015 年 地区大会は 10/24 ～ 10/25

金沢百万石

LIGHT UP ROTARY ロータリーに輝きを 2014 ～ 15 RI 会長 黄其光 Gary C.K.Huang（台北 RC）
ふるさとを育み 世界平和へ 2014 ～ 15 2610 地区カバナー 永田 義邦（高岡 RC）
多様性と団結力を活かして楽しく活動する ~みんなちがって みんないい 会長 宮永満祐美

点 鐘
国 歌『 君が代 』

ソング『それでこそロータリー』

四つのテスト

会長挨拶： みなさんこんばんは立

春もすぎましたが 寒い日が続いて

います。今日は声のことを話したい

と思います

以前のマリ共和国のお話をしていただいた先生の 声がお元気でとても影響受けました。声

といえば、ボイストレーナーの仕事があり、声のトレーニングで売上が上がったという例も

あるそうです テレビに出ていたのは、社労士さんではっきり発音することで、信頼感が表

現されるということでした。一方エステはぼやっとした発音で 2 割ましの売上だそうです。

今日の皆さんの紹介もはっきり発音したいと思います。

ゲストのご紹介： 〔卓話者〕北陸大学 未来創造部 国際教養学科長 学部教務委員長 教授 長谷川 孝徳

（はせがわ たかのり）様

〔米山奨学生〕楊 立山（やん りっさん）様

米山奨学生 奨学金支給とご挨拶 楊 立山（やん りっさん）様

ありがとうございます。私は漆を勉強するために日本へ来ました。本当は日本で就職しても良い

んですが、日本で勉強した事を中国のできるだけ多くの方に伝えることが、日本で就職するより意味

のあることでないかと思って帰ることに決めました。美大の修了展が２１世紀美術館で 2/11（水）～ 17
（火）まで開催されますので興味のある方は是非みにきてください。

今月の誕生者の紹介・お祝い 1/2 二木 秀樹 会員 1/7 石丸 幹夫 会員 1/31 谷 伊津子 会員

2/15 宮永 満祐美 会長 2/22 杵屋 喜三以満 会員 2/25 江守 道子 会員 2/28 宍戸 紀文 会員

《 食 事 》

幹事、委員会報告等：
井口千夏幹事：

① 高崎ロータリーとの交流について（2015.4/4 ～ 4/5） ・現在懇親会参加者 24 名 ほか数名の方
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が検討中 ・高崎ＲＣ田中会長より 4/5 おおよその行程表が届いております。

9：30 貸切バスにてホテル出発

10：15 世界遺産 富岡製紙場到着―見学

11：00 富岡製紙場出発

12：00 軽井沢のそば屋で昼食

13:00 ～ 13：30 頃 軽井沢駅到着・・・目の前が軽井沢アウトレット

・新幹線は、ほとんどの方が皆さんと同じ電車ご希望ということでしたので、次の時間で予約いただく予定。

行き＝「はくたか 568 号」（金沢 14：16 発～高崎 16：20 着）

帰り＝「はくたか 567 号」（軽井沢 16：06 発～金沢 18：13 着）

②来週は IM 振替休会のため、次回の例会は 2/19 です。 また 2/19 には理事役員会がありますのでよろしくお

願いいたします。

谷伊津子地区の社会奉仕委員長： 会員：地区の社会奉仕委員長よりご案内いたします。昨年の湯

浅ガバナーの時より国旗掲揚を言われまして、本年度も続けていくということになっております。

国旗をお持ちでない方はこちらに現物をお持ちしましたのでご覧いただき、２千

円弱ですのでご購入をいただけばと思います。

取り付け箇所は木造のみでモルタルの場合は現在確認中です。祭日の掲揚のほか

２０２０年東京オリンピックの折にも外国の方をお迎えする気持ちに

なるかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

北山吉明会員：社会奉仕委員より善行児童・生徒表彰について毎年実施しておりますが、今年は金沢東 RC が担当

し、記念品として図書カードを贈ります。

８ロータリーで分担しわがクラブからも 9,750 円を支払います。来る２月１３日、金沢市保健所

駅西健康ホール「すこやか」にて表彰を行います。

お手もとに「チャリティーコンサート」のチラシをお配りしました。後援:金沢百万石ＲＣと入れ

させていただきました。東日本大震災復興支援に関わって2011年4月の第１回からかぞえて今回が

第６回目のコンサートとなります。まだ気持ちの中でこだわっている部分がありまして、もう一

度東北のことを思い出してコンサートに来ていただければと思います。よろしくお願いします。

北山吉明（テノール）スプリングコンサートゲスト：柴崎美穂（ソプラノ）ピアノ：中田佳珠

2/27 金 19:00 金沢市アートホール：PROGRAM オペラアリア（「道化師」衣装をつけろ）ミュージカル（ラ・マ

ンチャの男）春にちなんだ日本の歌（春の小川、春よこい、北国の春. 他）

後援：金沢百万石ロ－タリークラブ、北陸中日新聞社 問い合わせ 北山クリニック TEL 076-263-2400

ニコニコＢＯＸ ￥ 4,000 － 本年度 ￥ 342,002 － 残高￥ 5,828,957 －
宮永満祐美会長：長谷川先生 本時は卓話どうぞよろしくお願いいたします。

井口千夏幹事：長谷川様 本日はようこそ百万石へ。卓話宜しくお願いします。

上杉輝子会計：長谷川先生 ようこそ。本日のお話楽しみにしてます。

講話の時間 『 加賀藩士の食文化 』
北陸大学 未来創造部 国際教養学科長 学部教務委員長 教授 長谷川 孝徳（はせがわ たかのり）様

講師ご紹介：稲山会員

北陸大学未来創造学部 国際教養学科長 教務委員長 教授でもあり宮司でもある長谷川孝徳先生です。

実は私、北陸大学未来創造学部に所属しておりまして、長谷川先生とは研究室が四つ隣ということで親しくさせ

ていただいておりますし、私自身が北陸大学に行こうと決めた、最終決定の原因となった先生です。原因というの

は私以上にテレビ・マスコミ等に出て且つ評価されていらっしゃる存在を知り今日に至っております。

現在の公職は石川県人権教育推進委員長・国指定文化財保護指導員・高岡市歴史まちづくり協議会委員など多岐

にわたり、また経歴は 石川県立郷土資料館学芸員・石川県立歴史博物館学芸専門を経て平成１９年４月北陸大学

未来創造学部教授ということです。

講話：
私は日本文化史の中の有職故実が専門で、調度品や甲冑・刀の漆や金工を専門として博物

館に長く勤めておりましたが、縁あって北陸大学教授となって８年目となります。

昭和５７年に東京大学が１００周年事業として山上会館を新しく造ることになり、本郷一

体の工事を行うことになった。加賀藩江戸藩邸の後地に東京大学が建てられたため、地下が

きれいに保たれており、少し掘るとすぐに江戸時代という状態で、東京大学埋蔵文化財セン

ターで記録を行うことになった。総合研究資料館と資料編纂所のタイアップで行われ、御膳

奉行（台所関係）の記録、絵図関係、藩士の日記を調べることになった。また、藩士のごみ
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捨て場が見つかり、東大の先生方が一番驚いたのはそこからフグの骨が出てきたこと。通常あり得ない。もしフグ

の毒にあたって亡くなることとなればお家断絶の可能性もあり、当時の武士たちは下魚を食べなかった。またイワ

シの骨も出て来た。鰯という文字は魚偏に弱いと書くため武士は食べなかった。武士は勝つウオ・勝つ男、カツオ

を好んで食べた。しかし加賀の藩邸からカツオの骨は出てこなかった。日本海側を回遊しないこともあり馴染みが

なかった。反してタラの骨が大量に出てきた。スケトウダラをつみれにしてはべんとして食べたり、棒ダラを越冬

食として食べた。江戸に加賀の食文化をそのまま持ち込んでいたといえる。

よくＴＶ番組などで江戸時代は一日二食などと言っているものを見るが、１７５０年代頃まではそうであったが、

１７００年代後期から１８００年代には一日三食摂るようになっていた。菜種油で明かりをとっていた時代は太陽

の出入りにあわせて生活していたが、ろうそくの普及によって夜が長くなり三食摂るようになった。また加賀藩の

場合は、一汁一菜または二菜が原則で婚礼の時などは一汁三菜までと決まっていた。ただ加賀藩の侍達は法令を上

手にぬけて、一人が一品のおかずを持ち寄って分け合って食べるということを７～１０日毎に行っていた。またご

飯を朝または昼に一度だけ炊いて、湯漬けや干飯にして食べていたということが日記などからわかる。

映画やドラマの中では見せ場をつくるため、史実どおりの演出を行っているとは限らない。大河ドラマ「利家と

まつ」の中で前田利家が越前府中城に入る際「越前は米がうまい、水がうまい、酒がうまい、魚・蟹がうまい」と

いう台詞があったが、越前府中は現在の武生で、近くの漁場は越前海岸、そこは柴田勝家の領土であり前田利家が

勝手に魚をとることはできなかった。また武生から越前海岸まで車でも小一時間かかる距離にあり、冷蔵技術のな

い時代に美味しい魚を食べることは不可能だったと思われる。

今年度と来年度、石川県から研究費をいただいて「石川の風土とＦＯＯＤ」の発信事業を行っている。内容は食に

まつわる歴史的ルーツの調査とその語り部を育てるというもの。一例として“治部煮”は岡部治部衛門が朝鮮出兵

の際発案したとか西洋のジビエ料理からなどもっともらしく書いてある店が金沢にある。あきらかにデタラメであ

るが、書籍などにもそれが載ってしまう場合がある。本来、治部煮は１６４０年代の料理物語に鍬焼きの一つとし

て出ている。そのレシピによると“鉄鍋に醤油・砂糖・油にてじぶじぶといわせ候”という記録がある。その約百

年後に加賀藩の舟木伝内という料理人が煮物にした。これが治部煮。これから新幹線によってたくさんの観光客が

来て、和食ブームの中、加賀料理を観光の柱にしようという時に、間違って伝わる様々な話が出てくるとて加賀料

理はいいかげんな料理だということになってしまう。そういうことを防ぐため今、食文化についての研究を行って

いる。

「いただきます」「ごちそうさま」が言葉としてあるのは日本だけ。例えば韓国語では「よく食べます」「よく食べ

ました」という意味の言葉になる。日本語の「いただきます」は命をいただく、神様にお供えしたものを御下がり

としていただく。「ごちそうさま」は、食材を集めるため馳せ走ってくれた人・作ってくれた人への感謝の意。「和

食」がユネスコ無形文化遺産に登録されたのは精神文化・食文化も含めてのことで、決して食べ物としてだけでは

ない。以上お時間になりました。 点 鐘

パストガバナーからの手紙 208回
「自動車の近未来」 炭谷 亮一

2014 年 12 月水素で走る燃料電池車（FCV）をトヨタ自動車が世界に先駆け発売し、ホンダも 2015 年度に続く。
トヨタが開発に着手してから四半世紀。「究極のエコカー」は普及に向けた課題を乗り越え、水素社会の先駆者とな

りつつある。

燃料電池車は燃料の水素と空気中の酸素を反応させて電気を起こし、モーターを回して走る。FCV（Fuel Cell
Vehicle）と呼ばれる。走行中排ガスは出さず、水しか出さない、約３分で水素を満タンにでき、約６５０キロを走
ることが出来る。

エコカーとして一歩先行していた電気（EV）自動車は家庭用電源からの充電には８～１６時間を要し、ガソリンス
タンドに設置されたスーパーチャージャーと呼ばれている急速充電でも３０分程度時間が必要だ。走行距離の問題

点もパナソニックの技術改良により５００～６００㎞１回の充電で可能となって来つつあるが、公用車とかゴルフ

場のカート等に限定して使用される程度だろう。

今後の近未来の車は間違いなく燃料電池（ＦＣＶ）が主流となる。

すでに 2002 年 12 月にはトヨタとホンダは燃料電池車の限定リース販売に踏み切っていた。今回ＦＣＶ車が今後世
界の主流となる理由の一つに水素を燃料として使うところにある。実は水素は石油を精製する際に水素は自然発生

するので、新たなコストをかけることなく企業は取り出すことが出来る。つまり石油元売り企業にとって、石油も

水素も決して競合する燃料ではない。すべてのガソリンスタンドは水素の提供拠点となることができる。

今現在は、元売り最大手であるＪＸ日鉱日石エネルギーは電気（ＥＶ）自動車に電気を供給する為の電気スタンド

を国内 4,000 カ所に設置を発表しているが、実はこれは国の施策に協力する姿勢を見せているにすぎない。石油元
売り企業からすれば、電気を売るより水素を売ったほうが利益になるため、将来的には国の施策に一定のポーズを

とっているが大本命の水素スタンドを全国的に広めていこうと言う戦略だろう。

燃料電池の技術は日本がダントツに優れている。今後燃料電池車がアメリカ市場で本格的に普及することになれば、

その技術を持つ日本は非常に優位に立つ可能性が高まる（例えばハイブリッド車の様に）。

ともかくこれからも日本の自動車産業が世界を牽引していくだろう。

くり返すが、石油の精製過程で生じる水素、あるいは製鉄の過程で生じる水素を用いれば、日本を例にとると５０

０万台の燃料電池車へのエネルギー供給をまかなえるといわれている。その為原油や天然ガスの価格の下落が進む
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中で、今まで有効利用する術がなく、廃棄処分されていた水素が、エネルギー会社が新たな利益源を水素に求めよ

うとするのは、自然の流れである。石油メジャーや元売りもそれこそ業界を挙げて燃料電池車を応援することだろ

う。2020 年頃には 300 万円位の燃料電池車が供給可能となり汎用車の１～２割は燃料電池車になる可能性すら出て

来た。

しかし今後に多くの課題もある。水素ステーションの設備投資には５億～６億円とガソリンスタンドの数倍かかる

ため、いかに水素ステーションの事業性を確保するかが焦点となる。又現在のガソリン車を前提とした地下駐車場

などのインフラ等についてもＦＣＶを想定した防災・火災対策などの検証が必要となる。

トヨタ・ホンダによる量産型ＦＣＶは今、まさに元年を迎えた段階ではあるが、水素を使った燃料電池車は日本が

世界をリードする技術であり、まさに車のイノベーション（革新）と言って良い。アベノミクスの第３の矢になる

ことが期待される。この燃料電池の技術は自動車以外にも幅広く応用・転用されれば新たな産業創出の可能性も高

まる。ＦＣＶ元年は、日本の産業全体にとって新たな出発点となることを期待しようではないか（最大の効能は水

素による大量の電力供給につきる）。

2014 ～ 2015 年度 国際ロータリー第 2610 地区石川第一分区 ＩＭ（都市連合会）
平成２７年２月８日（日） ANA クラウンプラザホテル金沢 ３階 鳳の間

プログラム

11：00 開会点鐘 ガバナー補佐 A 酒井 博

国歌『君が代』・ロータリーソング「奉仕の理想」

開会会のことば ホストクラブ会長 鳥毛 ミチ

開会・歓迎の挨拶 ガバナー補佐 A 酒井 博

ニコニコメッセージの紹介

11：20 講 演 Ⅰ 『私の野球人生』 元プロ野球選手 広野 功

12：20 12：30 懇 親・昼食会

13：10 13：20 講 演 Ⅱ 『戦略計画とクラブの活性化』 国際ロー

タリー 第２ゾーン ロータリーコーディネーター 金杉 誠

14：20
14：30 講 演 Ⅲ 『ローターアクトの原点』地区ローターアクト委員長 木村 道明

15：10 閉会点鐘 ガバナー補佐 B 中村 寛二

ロータリーソング「手に手つないで」

クラブからは岩倉会員・上杉会員・大路会員・藤間会員・宍戸会員・炭谷会員・高田会員・谷会員・宮永会員・

武藤会員・若狭会員・井口会員の 12 名が参加

その後 辻家庭園にて広野氏・木村氏を囲み永田ガバナー・酒井ガバナー補佐 各クラブ会長・幹事との

懇親会が開かれた。

日本国旗購入について
祝祭日の国旗掲揚を心掛ける・湯浅ガバナーの掲げる「温故知新」に沿い、またオリンピック開催地となり、表彰

台に日本人選手が立ち国歌と共に国旗掲揚を見上げる感動を思うと、国旗に対する思いをロータリアンの私たちか

ら率先して示す事を目的とする。※既に実施されている皆様には、お声掛け等をお願い申し上げます。

上記につきまして、日本国旗をお持ちでない会員の方もいらっしゃるかと存じますので、この機会に購入を検討

いただき、上記提案にご協力いただければと思います。

価格 １，９５４円 国旗・金球・ポール・金具（木ねじ）の４点セット

※金具は木ねじですのでご注意下さい。

2015-16 年度 ロータリー手帳の購入について
ロータリーの友事務所より 2015-16 年度ロータリー手帳購入のお願いがありましたので下記のとおりご案内いたし

ます。 １．価 格 ６００円＋消費税 ２．様 式 タテ 17.4cm ×ヨコ 8.5 ㎝

「ｱﾄﾞﾚｽ帳」「年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ帳」「ﾛｰﾀﾘｰ関連資料」付属

３．送付次期 ５月下旬予定

2015-16 年度 ロータリー手帳のお申込み

※ご希望の方は 2 月 20 日までに FAX またはﾒｰﾙにてお申込みく

ださい。 返信先 ＦＡＸ 076 － 262 － 2241 E-mail
khrc@quartz.ocn.ne.jp 会員名 希望冊数

楊立山さんの作品 宮永満祐美会長より

国際ロータリー 2610 地区米山奨学生の 楊さんの博士課程研

究作品展に行ってきました。漆でつくられた独特の世界、光の

当たり方で違って見えて神秘的です。 楊さん本当に 頑張ら

れましたね。２１世紀美術館で 2/11（水）～ 17（火）まで。
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大阪の二つのクラブでメイキャップ 石丸幹夫

大阪淀川 RC
1/23 と 1/30 で金曜日午

後 0:30 から大阪駅構内の

ホテルグランヴィア大阪の

20 Ｆでした。丁度宿泊し

たホテルでしたので 2 週連

続のメイキャップになりま

した。

例会は第 2629 と 2630 回と

の事で創立は昭和 36 年 1
月 14 ですので 55 年たちま

す。会員は 31 名で女性会員も 3 名おられました。金沢百万石 RC の様に内科、脳神

経外科、産婦人科など医師の会員が多く、娘の急病で出かけた私にとって多くのアド

バイスを受けることができ助かりました。また第二回目のメイキャップの前、大阪駅構内の喫茶室で家内とコーヒ

ーを飲んでいたら隣の席にロータリアンがおられ、挨拶しましたところ大阪淀川 RC 会員(末松大幸広報/雑誌 IT 委

員長）であり、親しく話すことができました。

例会では松井義明会長さんがまず金沢百万石 RC からようこそと私を紹介され、37 年間皆出席とはすごいといわれ

ました。 出席率は 90 ％で、会員増強を 50 名を目指しているとのことです。ローターアクトクラブもあり、Samoa
友好 10 年とのことでした。台北東海 RC との姉妹関係の話もでている様です。

大阪中央 RC
1/22 木曜日午後 0:30 よりやはり同じくホテルグランヴィア大阪の

20 Ｆでした。

第 1481 回例会でした。会長さんは坂田英洋氏。会員数は 53 で出席

免除会員は 7 名 です。女性会員もいました。

姉妹クラブは台北圓山扶輪社（台湾：RI 第 3520 地区）1985 年 5 月 16
日、大阪北 RC と姉妹提携している台北北 RC との両クラブの仲介に

より、両子クラブ間で姉妹提携を調印。以後、相互訪問及び共同の

WCS（国際奉仕）活動を通じて友好親善を続けています。

例会の座席は両クラブ共クラブの旗も前に会長幹事副会長が一列に

並んでいました。

米山奨学生 ドン ウソクさんからの年賀状
新年おめでとうございます。皆様のおかげで博士学位

を取得しました。また、平成 27 年 4 月に私たち結婚しま

す。二人で力をあわせて楽しい家庭を築いていきたいとお

もいます。今後ともよろしくお願いいたします。

平成 27 年 元旦

ドン ウンソク＆佐々木真弓

理事役員会案内 幹事 井口 千夏

日 時 ： ２月１９日(木) 例会後

場 所 ： ホテル日航金沢

議 件 ： 1. オープンロータリーについて

2. 高崎 RC との交流について 3. 次年度地区委員の推薦について

4. 地区補助金について 5. その他

クラブフォーラム開催のご案内

副幹事 大路 孝之

日 時 2 月 26 日（木） フォーラム 19:30 ～ 20:00
（例 会 19:00 ～ 20:00）

場 所 ホテル日航金沢 ５Ｆ「オーキッドルーム」

議 題 ①次年度組織について

②次年度基本方針について

クラブ例会予定 2014-2015 年度
1/29 金沢 RC 会長

㈱能作 代表取締役社長 岡 能久様

2 /5 北陸大学教授 長谷川 孝徳様

/12 振替休会

/19 岸ｱｰﾄﾗｲﾌ研究所 所長 岸 弘市様

/26 クラブフォーラム
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ドン ウンソクさん おめでとうございます。

2014 ～ 15 役員・理事・委員会
(役員） 会長：宮永満祐美 ｴﾚｸﾄ：魏賢任 副会長：若狭豊 幹事：井口千夏 副幹事：大路孝之

会計：上杉輝子 SAA：宍戸紀文 直前会長 野城 勲

（理事） 理事： 二木秀樹 北山吉明 金沂秀 藤間勘菊 西村邦雄 武藤清秀

常任理事： 石丸幹夫 吉田昭生 木場紀子

理事会オブザーバー・アドバイザー：パストガバナー 炭谷亮一 地区パスト幹事岩倉舟伊智 監査：後出博敏

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
(委員会) クラブ管理運営委員長：二木秀樹 副：東海林也令子 親睦：○武藤清秀 辰己クミ 水野陽子

金沂秀 川きみよ 上杉輝子 吉田昭生 杵屋喜三以満 魏賢任 大路孝之 高田重男

例会：（プログラム）○東海林也令子 宍戸紀文 川きみよ 吉田昭生（出席）野城 勲 藤間勘菊

SAA：○宍戸紀文 稲山訓央 ニコニコ：○稲山訓央 若狭豊 友好・ｸﾗﾌﾞ細則： 細則 CLP 検討 江守巧

富山西 RC との交流岩倉舟伊智 木場紀子 金沢北 RC との合同例会二木秀樹 杵屋喜三以満 高崎 RC との交流村田祐一

金沂秀 藤間勘菊 直前委員長：西村邦雄

奉仕プロジェクト委員長：北山吉明 副：水野陽子 職業：○永原源八郎 二木秀樹 大路孝之 稲山訓央

村田祐一 谷伊津子 社会：○村田祐一 谷伊津子 北山吉明 '新世代・青少年○北山吉明

国際：○西村邦雄 世界社会奉仕（Ｒ財団）西村邦雄 ラオス支援 魏賢任 藤間勘菊 描き損じハガキ 江守道子

米山奨学会 木場紀子 奨学生の世話大路孝之（カウンセラー）野城 勲 青少年奉仕 国際青少年交換上杉輝子

ローターアクト研究会稲山訓央 上杉輝子 直前委員長:木場紀子

会員組織委員長：金沂秀 副：江守巧 会員増強：○金沂秀 岩倉舟伊智 武藤清秀 宍戸紀文

川きみよ 稲山訓央 大路孝之 修練 前期石丸幹夫 藤間勘菊 後期木場紀子 江守巧

広報委員会委員長：藤間勘菊 副：石丸幹夫 広報：藤間勘菊 吉田昭生 ロータリー情報：炭谷亮一 石丸幹夫

会報・ホームページ：石丸幹夫 宍戸紀文 直前委員長 村田祐一

長期姉妹クラブ担当 南光州：金 石丸 岩倉 江守巧 東京世田谷中央：炭谷 岩倉 石丸 藤間

京都北東：炭谷 杵屋 水野 高崎： 石丸 村田 金沂秀 藤間 宮永

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（地区委員） 諮問委員会委員 地区ガバナー氏名委員会委員、クラブ奉仕部門Ｂカウンセラー 炭谷亮一

社会奉仕委員会委員長 ロータリーとふるさとを考える委員会委員 谷伊津子

地区監査委員会委員長 後出博敏 Ｒ米山奨学会委員会副委員長 藤間勘菊

友情交換委員会委員 宮永満祐美

例会場 ホテル日航金沢 5F 〒 920-0853 金沢市本町 2-15-1 T076-234-11111 例会日時 木曜日 19：00
事務室 ライブ１ビル 2F 〒 920-0852 金沢市此花町 3-2 T076-262-2211 F076-262-2241
E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/
事務局執務時間 月火水金 9：00 ～ 15：00 休憩時間 12：00 ～ 13：00 木 15:00 ～ 20:00

休日（土日祝日) 事務局員 西村有里 幹事 井口千夏


