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2018年2月のロータリーレートは１ドル＝110円 創立20周年記念祝典 2018年4月21日(土）

金沢百万石

2017-18年度 RI 会長テーマ

「ロータリー：変化をもたらす」

「ROTARY：MAKING A DIFFERENCE」

イアンH.S.ライズリー

Sandringhamロータリークラブ所属

オーストラリア（ビクトリア州） 下口幸雄

2017-18年度2610地区ガバナー

クラブのカラーを出そう

点 鐘

１．国 歌 『 君が代 』

２．ロータリーソング

『 我等の生業 』

３．四つのテスト

４．会長挨拶

５．ゲスト・ビジターのご紹介

(1)ゲスト〔卓話講師〕 大平胃腸科外科クリニック院長 大平政樹（おおひら まさき）様

〔入会候補者〕上田 成子（うえだ しげこ）様

〔素囃子講師〕木村 千裕（きむら ちひろ）様

〔米山奨学生〕李 紅艶（リ コウエン）さん

(2)ビジター なし

６．米山奨学生へ奨学金の支給 李 紅艶さん

７. 今月の誕生者の紹介

１５日 宮永満祐美（みやなが まゆみ）会員

１８日 助田 忠弘（すけだ ただひろ）会員

２２日 杵屋喜三以満（きねや きさいま）会員

２４日 土田 初子（つちだ はつこ）会員

２５日 江守 道子（えもり みちこ）会員

《 食 事 》

８． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕大路孝之幹事：

①本日例会終了後、この会場で素囃子練習会を行います。

②来週の例会終了後、理事役員会を行います。

③20周年講演会チケット購入について、今日の例会終了後でも次回でもいい

のでチケット購入にご協力の程よろしくお願いいたします。

④2610地区ガバナーノミニー（2020-21ガバナー）候補者 魚津ＲＣ所属 野澤良成様

例会便り
第 903回

2018.2.1（木）19:00
例会出席率 22/47 46.80 ％
ホテル日航金沢 5 階

表靖子 SAA

Kanazawa Hyakumangoku
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の告知がありました。

〔委員会報告〕金沂秀会員：先日より南光州ＲＣの朴先生から20周年祝賀会の連絡

を受けており、現在１５～１７名参加予定とのことです。ホテルと移動用マイクロ

バスの手配をいたしました。

９． ニコニコＢＯＸ紹介 \29,000- 本年度\378,000- 残高\5,311,811-

大平政樹様より

上杉輝子会長：大平先生、ようこそいらして下さいました。卓話楽しみにし

ております。皆様例会お楽しみ下さいませ。

大路孝之幹事：皆さんこんばんは。今日からゴミ袋の有料化がはじまりまし

たね。また大平先生、本日の卓話よろしくお願いします。

江守巧・道子会員：大平先生久しぶりです。今日はよろしくお願いします。

魏賢任会員：皆さまこんばんは。大平先生のお話を心より楽しみにしていま

す。邦楽出演の皆さま練習を頑張って下さい。応援しています。大平先生一日も早く復会

をお待ちしています。

杵屋喜三以満会員：とりあえず雪が一段落してホッとしております。大平先生今日は卓話

よろしくお願い致します。今日例会後素囃子のおけい古よろしくお願い致します。

１０． 卓 話

大平 政樹 様 「 日本の温泉と火山 」

紹介者：江守道子会員

今日の卓話者は私の弟です。４人兄妹の中で一番話が上手で子供の時に書いた作文が賞をとっ

たのが原点で、２０歳の頃にはもう一歩のところでＮＨＫ「青年の主張」に出演するところで

した。話をするのも文書を書くのも好きでこまごまとした仕事が好きです。今日は医療の話を

聞けると思っていましたが、温泉と火山というテーマとなったようです。

１．平成2年4月より、大平胃腸科外科クリニック院長

１．平成14年4月～平成29年3月石川県医師会理事

２．平成29年3月～ 石川県保険医協会会長

〔卓話概略〕 日本は世界有数の温泉天国である。温泉の定義は、「地中

から湧出（ゆうしゅつ）する温水、鉱水及び水蒸気その他のガスで、摂氏

25度以上の温度又は一定の物質を有するもの」となっている。温泉の泉質

は多様であり、含有物質とその濃度により10種類程度に分類される。最も

多いのが単純泉で、25度以上で且つ、イオン濃度が低いものを言う。効能

は泉質と密接に関連し、弱アルカリ性の泉質は肌への刺激が少なく、万人

向きである。 一方、日本はユーラシア大陸の東端にあり、地殻変動は今

も続いている。豊かな自然エネルギーは時に恵みとなり、時に災厄ともなる。自然とどう

向き合うか？ 今それが問われている。
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１１．質疑応答

１２．謝辞・謝礼

点 鐘

ガバナーノミニー(2020－2021年度ガバナー)候補の告知について 2018年1月30日

国際ロータリー第2610地区

ガバナー 下口 幸雄

地区ガバナー指名委員長 岡部 一輝

標記について、ＲＩ細則第14条第020節4項・5項ならびに地区組織に関する要覧の規定に従

い、地区ガバナー指名委員会を開催し、慎重審議の結果、国際ロータリー第2610地区ガバ

ナーノミニー（2020-2021年度ガバナー）として、魚津ロータリークラブ会員の野澤良成

君を全員一致で指名することに決定いたしましたので、ここに告知いたします。期日（20

18年2月13日）までに特別な異議がない時には、地区ガバナー指名委員会の推薦どおりに野

澤良成 君を地区ガバナーノミニーとして宣言する旨お知らせいたします。

ガバナーノミニー（2020－2021年度ガバナー）候補

野澤良成 君（魚津ＲＣ）

職業分類 注文家具製造販売業 生年月日 1947年（昭和22年）6月30日生まれ 魚津市在住

最終学歴 富山第一高等学校卒業 富山県立黒部高等技能学校 木材工芸科修了

1967年 4月 桜井木工所入社 1969年 4月 吉岡木工入社 1972年 4月 野澤木工創業

1989年 11月 (株)野澤木工 法人化 1990年 11月 魚津西部企業団地に竣工

2017年 6月 (株)野澤木工代表取締役会長就任

ロータリー歴

2001年 11月 魚津ロータリークラブ 入会

2006-07年度 魚津ロータリークラブ 幹事

2006-07年度～2010-11年度 地区インターアクト委員

2010-11年度 魚津ロータリークラブ 幹事

2011-12年度～2013-14年度 地区インターアクト委員長

2012-13年度 魚津ロータリークラブ 会長

2014-15年度～2015-16年度 地区友情交換委員

2016-17年度 富山第一分区 ガバナー補佐
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2015-16年度 ＲＩ世界大会（韓国）

2016-17年度 第45回ロータリー研究会参加

2017-18年度 第46回ロータリー研究会参加

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー累計３回

全国ＲＹＬＡ研修会２回参加

全国インターアクト研究会３回参加

インターアクト海外研修６回参加

その他役職 2004-13年度 魚津市文化協会 事務局長

2014－現在 魚津市文化協会 会長

2017－現在 魚津市社会教育委員

米山奨学生レポート

「私が住んでいる町の旧正月」 李 紅艶

旧正月いわゆる中国の「春節」のことです。西暦で見れば毎年日が変わりますが、大体

は１月の中旬から２月下旬の間です。地方によって新年の習慣や過ごし方が様々です。こ

れからは私が住んでいる町の新年の過ごし方を紹介したいです。

「春節」の前日である「大年三十」は、日本でいう大晦日の日のことです。「大年三十」

の午前中は「春聯」を書き、すべてのドアの両側に貼ります。新年の一週間ほどの間の食

べ物を準備します。午後から家の男の子たちが供え物と爆竹を持ってお墓参りに行き、お

墓参りを終えて供え物は再び家に持って帰ります。それを子供に食べさせるのは先祖かも

らった食べ物なので、子供の健康を守ってくださるという意味を示します。

次は、夜の「団欒」の料理を作ります。家族全員が揃えったら一緒に「団欒」のごはん

を食べます。ごはんの後、家の隅々をきれいに掃除して、家すべての電気を一晩中つけて、

明るく新年を迎えます。１２回の最後の１回の鐘が終わる瞬間、爆竹が一勢に各地で鳴り

響きます。遠くなったり、近くなったり、夜明けまで続きます。

朝５時頃からそれぞれの家に訪ねたり訪ねられたり、新年のあいさつをします。一週間

ほど賑やかな中で過ごしています。とても楽しいです。

ーーーーーーーーーーー-会員随筆ーーーーーーーーー

パストガバナーからの手紙

333回2018.2.8 炭谷 亮一

Ｔｈｅ Ａｎａｔｏｍｙ ｏｆ Ｓｏｓｅｋｉ 最終章 おわりに

その１「漱石は言文一致を完成させた」

夏目漱石ほど日本人に親しまれ、愛されている作家は外にいない。例えば著書「吾輩は

猫である」、「坊ちゃん」は小学生高学年から老人まで巾広く愛読されている。昨年は没

後１００周年だった。現在でも漱石の著作は文庫本として売れに売れている。

夏目漱石の子孫が著作権の延長を願い出たのも解らないでもない（もちろん文科省から拒

否された）。

１９０５年（明治３８年）「吾輩は猫である」に始まり、１９１６年（大正５年）の死亡

時まで著作としていて、未完・絶筆となった「明暗」まで約１１年の作家活動で１９冊の

著書と短編集を残している。売れる売れないにかかわらず漱石の偉大さは彼の作品には駄

作が存在せず、すべて名作といえる。

さて本題に入ろう。

では漱石はなぜ現代の文章を創ることが出来たのかに焦点を当ててみたいと思う。

明治という新時代になって、日本の作家や文学者たちは、江戸時代の戯作の文章や、候文
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などではなく、新しい文章を生み出さなければならないとさまざま努力した。

中世のヨーロッパに例にとると、イタリアではイタリア語を話していたが、文章ではラテ

ン語を使用していた。ところが、あの有名なダンテの「神曲」では方言のトスカーナ語を

使用した（実はダンテはラテン語を知らなかった）。これにはイタリアの知識階級は驚い

た様で、田舎者のダンテに出来ることがオレ達にも出来ないはずがないと言文一致すなわ

ちイタリア語で文章を書く様になった。

又イギリスでは公式な文章はすべてラテン語を使用していた、あの有名なアイザック・ニ

ュートンの「自然哲学の数理学的原理（プリンピキア）」もラテン語で書かれている。と

ころが一般庶民階級はラテン語で書かれたものにはチンプンカンプンの為、一般庶民が話

す英語、現在の様な完成された言語ではなく何とか改善する為に語彙（ボキャブラリー）

を増やし、又発音を統一して言語としての体裁を整えかつ文法も簡略化してすべてのイギ

リス人が使える様にした。このことが幸いして現代ではヨーロッパの言語の中で英語はグ

ローバルな第１言語としての地位を占めている。

明治に入って、二葉亭四迷はロシア語を学んで、ツルゲーネフを訳したりし、しゃべる通

りに書く文章を創ろうとした。これが言文一致運動である。

福沢諭吉や山田美妙なども言文一致の文章をめざし“だ”“である”体がいいか“です”

“ます”体がいいか大いに考案したが、決定的な成果は出せなかった。

こういった模索の中、漱石がついに現代の文章を完成させたのである。今日我々が使用し

ている文章は漱石が創り完成させたと断言できる。

この文書を使えば、今年盛んに国会で議論した安保法制について社説を書くことも出来れ

ば、自分の恋愛感情を小説にすることも出来る、又学術論文も書ける。この文章を得て日

本の文化は飛躍的に発展した。

ではなぜ漱石だけが一人新しい文章を創ることが出来たのか考察してみた。それは彼が英

文学者であったということだ。つまり英語を日本語に訳す際に候文ではなく話し言葉で訳

したはずである。例えば・・・“I am a cat. I don't have my name yet.”「吾輩は猫で

ある。名前はまだ無い」と言う様に。当時の英語は完成の域にあり英文学に精通した漱石

は英語研究を通してごく自然に日本語における言文一致を会得したと私は考えている。結

論から言えば、漱石の英語力が、新しい日本語の文章を創るのに役立ったのではないだろ

うか。坪内逍遥は英文学を学んで「シェイクスピア」を日本に紹介し、「小説神髄」を著

して新しい小説のあり方を提言した。そこで言っているのは江戸時代までの勧善懲悪主義

を排して写実主義を重んじるべし、つまり人間の心理を描くのが新しい小説だと述べてい

る。それを最初に体現したのが漱石であり、２０世紀日本文学の生みの親と言える。今年

は漱石の生誕１５０周年に当たる。日本が生んだこの偉大な作家を紫式部を除けば、日本

文学史上最高の作家として私は称えたい。もし漱石自身で英語でも小説を書いていたなら、

ひょっとしたら日本人最初のノーベル文学賞受賞の栄に裕したかも知れないと想像すると

何か楽しくなって来る（ノーベル賞は１９０１年から）。

その２「漱石は現代文学の扉を叩いた」

夏目漱石の偉大さは、上記の様に現在我々が使っている文章つまり自分の恋愛感情を小

説にしたり、山中教授がＩＰＳ細胞について論文（日本語の）を執筆したり、集団的自衛

権は憲法違反であるとの社説を書けるのも漱石が明治４０年前後に言文一致の多目的に使

える文章を創ったことに起因している。しかもそれだけではない、漱石は２０世紀の現代

文学の扉を叩き、扉をこじ開けた人物なのだ。詳述してみよう。江戸時代、世の中は安定

し、文化の花が咲き誇った。当然文学も発展をとげたが、主体は町人でありいわば大衆文

化の花が開き、文学そのものが多彩になり、大いに隆盛をとげたというのも事実であるが、

悪く考えると文学が俗に流れ、レベルが低下したこともいなめない事実である。

そして時代が変わり文明開化の明治となり、鎖国から開国となり、そして人々は大いに世

界に目を向ける様になった。明治になったとたん日本人の変わり身の早さは驚異的であり、

大いに西洋に学んで近代化すべしと言う気風になり、イケイケ！！ドンドン！！そして政

府の要人が大挙して、アメリカ、ヨーロッパを訪問し政治（司法・立法・行政）のやり方
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を学んでくるのだから、その熱心さは尋常でない。

しかも見聞きしたことをすぐに実行に移す、例えば大学を造れば、教授をヨーロッパやア

メリカから招き、近代技術からも又近代軍備、軍事さえもヨーロッパから指導者を呼んで

学ぶ姿勢たるや大変なものだった。ともかくスピーディーに日本の近代化を計らなければ

欧米列強の植民地にされかねない、日本人すべてが危機感をもち、日本中が近代化に何ひ

とつ疑問を持たずつき進んだ。明治と言う新時代になったのだと言うのが当時の国民の総

意だった。

このことは、文学においても同じだった。新時代の文学は江戸時代の大衆文学と決別して、

まったく新しいものにならなければならないと言う意識が文学界に満ちあふれていた。

そんな中さっそうと登場したのが漱石だった。

漱石は「吾輩は猫である」や「坊ちゃん」を著した。文章は言文一致のまったく新しいも

のであり、心理描写と言う点ではやや物足りないが、ユーモアとウィットに富んだ日本文

学史上、革新的作品であった。さすが漱石。「三四郎」「それから」「門」とつながる三

部作ぐらいから、人間の心理をものの見事に描き出した。つまり江戸文学に終止符をうち、

現代文学の扉を叩き２０世紀の文学を生み出したのだった。近代文学・現代文学は、イギ

リスに２年間国費留学した明治のエリート中のエリート、英文学の大家、漱石によって開

花したのだった。

334回2018.2.15 炭谷 亮一

歴史の検証 南北朝時代 その１「はじめに」

鎌倉時代末期の１３１８年に即位した後醍醐天皇は、天皇の権限強化を目指して親政を

開始、密かに倒幕計画を推し進めた。ところが１３２４年に計画が露呈して側近が幕府に

捕えられ、危うく難を逃れた天皇は再び討幕計画を進めるも１３３１年に挙兵に失敗。幕

府は光厳天皇を即位させ翌年に後醍醐天皇を隠岐へ流した。

ここで立ち上がったのが後醍醐天皇の皇子・護良親王だった。親王は幕府に不満をもつ武

士らに呼びかけ反幕府勢力（楠木正成、足利尊氏等）を結集させ挙兵し、１３３３年鎌倉

幕府を滅亡に追い込んだのである。

同年京都に戻った後醍醐は、光厳天皇を廃し翌年から建武の新政を開始した。しかし余り

にも権力を集中させたため公家・武家から不満が噴出し、反乱が続出する。そして１３３

５年に足利尊氏は天皇に反旗を翻し、翌年には京都を制圧し光明天皇を擁立した。

一方、吉野に逃れた後醍醐天皇は朝廷を開設したことで、京都の北朝、吉野の南朝と言う

前代未聞の２つの朝廷が誕生した。

こうして発生した歴史上類を見ない南北朝の動乱は、なんと１３３５年～１３９２年、５

０数年の長きに渡り続いた。

果たしてこの異常事態に至った経緯には何があったのか。

また南北朝のどちらを正統とするかという正閏論争はどのような結論をみたのだろうか。

以下を次号より検証する。

その２ 「天皇家はなぜ分裂したのか」 335回2月22日

その３ 「後醍醐天皇の政治とは」 336回3月1日

その４ 「足利尊氏とはどんな人物だったか」 337回3月8日

その５ 「動乱はなぜ半世紀以上続いたのか」 338回3月15日

その６ 「南北朝はいかに合一したのか」 339回3月22日



- 7 -

友達作戦と被曝裁判 No.1６. 2018.2.1. 村田祐一

「ともだち作戦」に参加した空母レーガンの乗組員に癌が多発しています。そのことに対

して友達作戦に参加した人々が東電と関係者を相手に裁判を起こしています。

当初は日本で裁判する予定でした。しかし、日本の裁判には印紙代という制度があって、

裁判を起こすのに手数料としてお金がかかることになっています。金額で言うと、原告全

員で２億円近く払わなければなりません。原告の元米兵たちは経済的に困窮しているため、

とてもそんなお金を払うことはできません。そのため、日本で裁判を行うことになると、

門前払いを食らう可能性があり、印紙代のかからないアメリカで提訴しました。裁判の中

で、原告たちは50億ドル（約５４５０億円）の基金の創設を求めています。さらにクラス

アクションを求めています。

河合氏によると、クラスアクションでは、裁判の原告になっていなくとも、同じ被害を受

けたとみなされた場合は救済が受けられることになっています。この制度は非常に良いも

のなのですが、日本にはありません。そのため、日本で裁判を行うと、被害者全員が平等

に救済を受けられないことになってしまいます。第２次、第３次…….と次々に裁判を起こ

していく必要があります。

この裁判の重要なところは、福島第一原発事故と甲状腺ガンや白血病などの健康被害の因

果関係を主張する、最も大規模な、また唯一とも言える裁判だということです。日本では

裁判所や行政も決して因果関係を認めようとしません。放射能はガンを起こすとなると、

放射能は恐い、原発は恐い、再稼働はやめようということになるからです。

彼ら被告は被害者たちに因果関係を証明しろと言っています。しかし、そんなことは不可

能です。福島原発事故の際に福島第一原発から出た放射性物質が喉に付着し、それが甲状

腺ガンを発症させたということを立証することなどできるはずがありません。しかし、ア

メリカの裁判ではこの因果関係が認められる可能性が非常に高いと思います。アメリカ社

会は、何が何でも原発を維持しなければならない、原発が恐ろしいものだという意識を持

ってもらっては困るとは考えていないからです。

小泉元首相も救済基金創立の為に運動していますね。さて、平成の黒船到来の結果はどう

なるでしょうか？裁判に敗訴した時の５０億ドルは税金で賄うことになるのでしょうね。

原発はとっても高くつく代物ですね。さらに推進するなど狂気の沙汰だと思いますが皆さ

まはどのように考えられますか？

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

〔ロータリー手帳のご案内〕

標記について、ロータリーの友事務所より下記のとおり案内がありました。

ご希望の方は２月２２日（木）までに事務局宛ＦＡＸまたはメールにてお申込みください。
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2/6～またもや寒波襲来 大雪

2/13にも寒波 雪

2017～ 18 役員・理事・委員会

(役員）会長：上杉輝子 ｴﾚｸﾄ：武藤清秀 副会長：藤間勘菊 副会長：北山吉明 幹事：大路孝之

副幹事：井上正雄 会計：西村邦雄 SAA会場監督：表靖子 直前会長：若狭豊

（理事）クラブ管理運営委員長井口千夏 奉仕プロジェクト委員長井上正雄 会員組織委員長 魏賢任

広報委員長矢来正和 20周年実行委員長宮永満祐美 常任理事： 石丸幹夫 吉田昭生

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： 井口千夏 副： 東海林也令子

親睦：◎井上正雄 大沼俊昭 北山吉明衣川昭浩木下眞知子 相良光貞柴田未来助田忠弘竹田敬一郎 道端勝太

武藤清秀 村上咏実子 森眞一郎 山崎正美 例会：（プログラム/出席）◎東海林也令子 井口千夏 上田喜之

衣川昭浩 若狭豊 SAA ◎表靖子 上田喜之 衣川昭浩 木下眞知子 布施美枝子 村上咏実子

ニコニコ ◎布施美枝子 小浦勇一 村上咏実子 矢来正和 友好・クラブ細則 ・細則 CLP検討 ◎江守 巧

炭谷亮一 後出博敏

・富山西 R Cとの交流◎岩倉舟伊智 谷伊津子 藤間勘菊 水野陽子 ・金沢北 R Cとの交流 ◎藤間勘菊

杵屋喜三以満 金沂秀 ・その他友好クラブ ◎石丸幹夫 魏 賢任 藤間勘菊 宮永満祐美 村田祐一

直前委員長: 東海林也令子

奉仕プロジェクト委員長： 井上 正雄 副： 衣川 昭浩

職業奉仕 ◎村田祐一 永原源八郎 水野陽子 宮永満祐美 社会奉仕（新世代・青少年含む） ◎永原源八郎

浦田哲郎 杵屋喜三以満 辰巳クミ 谷伊津子 野村礼子 水野陽子 国際奉仕 ・世界社会奉仕(Ｒ財団)◎炭谷亮一
井上正雄 岩倉舟伊智 金 沂秀 柴田未来 西村邦雄 ・書損じはがきｷｬﾝﾍﾟｰﾝ◎江守道子 大沼俊昭 相良光貞

竹田敬一郎 野城勲 後出博敏 山崎正美 ・米山奨学会◎藤間勘菊 表靖子 土田初子

青少年奉仕（国際青少年交換 日韓など） ◎井上正雄 江守巧 魏賢任 金沂秀 道端勝太 宮永満祐美 吉田昭生

＊直前委員長:川きみよ
会員組織委員長： 魏 賢任 副： 金 沂秀 会員増強：◎金沂秀 井口千夏 表靖子 北山吉明

高田重男 道端勝太 修練（ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ）◎北山吉明 石丸幹夫 魏 賢任 西村邦雄 藤間勘菊 宮永満祐美 村田祐一

吉田昭生 若狭豊 直前委員長 金沂秀

広報委員会委員長： 矢来正和 副：上田喜之

広報:◎上田喜之 助田忠弘 西村邦雄 ロータリー情報： ◎ 矢来正和 表靖子 土田初子

会報・ホームページ： ◎石丸幹夫 上田喜之 江守道子 野城勲 野村礼子 直前委員長 矢来正和

【２０周年実行委員会】会長 上杉輝子 実行委員長（理事） 宮永満祐美

顧問(相談役) 炭谷亮一 石丸幹夫 岩倉舟伊智 北山吉明 会 計 西村邦雄 委 員 金 沂秀 村田祐一

藤間勘菊 魏 賢任 井口千夏 東海林也令子 布施美枝子 井上正雄 上田喜之 衣川昭浩

事務局長 大路孝之

長期姉妹クラブ担当 韓国南光州：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 藤間 宮永

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（地区委員）①地区研修リーダー 諮問委員会委員 国際奉仕部門カウンセラー炭谷 亮一②会員拡大増強委員会委員 魏賢任

③Ｒ米山記念奨学会委員会委員 大路 孝之

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://100rc.jp/
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 大路孝之

クラブ例会予定

2/8 大雪休会
2/15 川西 俊吾氏：北陸先端大教授

【素囃子練習会】
2/22 助田 忠弘会員

【素囃子練習会】
3/1 ２０周年に関する全体会議

【理事役員会】
3/8 柴田 史郎氏：香林坊ＲＣ会員

【素囃子練習会】


