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クラブホームペ－ジに「会員の広場」を開きました。

ウイーン・シューベルト アンサンブル 12/13（金）
ウイーンリンクＲＣのゲラルド・シューベルト氏が金沢

出身の中田留美子さんやご主人のピアニストのマインハ

ルト・プリンツ氏等と演奏をいたします。金沢市文化ホ

ールにて 19:00 より、また当日 21:00 からホテル日航で、

レセプションを行いますので百万石クラブから多数出席

して下さい。 ウイーンリンクＲＣ訪問者----北山吉明

石丸幹夫 炭谷亮一 後出博敏

問い合わせ 石丸幹夫 まで

シューベルト氏からの FAX 43-144021684

Wien,1.Dez.2002
Sehr geehrter Herr Ishimaru,
Vielen Dank fur Ihr Fax vom 8.Novermber. Bitte entschuldigen Sie, dass ich jezt
antworten kann.
Sehr gerne hatte ich ihren Rotary Club besucht,aber am 12.Dezember bin ich noch in
Fukuoka, wir kommen erst am 13. Dez. nachmittags als,, Wiener Schubert Ensemble"
nach Kanazawa und werden um 19:00 Uhr in Kanazawa shi Bunka Hall spielen.
Am 14.inder Fruh reisen wir schon nach Osaka weiter.
Naturlich wurde ich mich sehr freuen, wenn Sie unser Konzert besuche konnten,und wir uns wiedersehen
konnten.
Mit herzlichen Grussen.

Ihr Gerald Schubert
石丸様 11 月 8 日の Fax 有難う。今になってお返事し、

申しわけありません。貴ロータリークラブ訪問は大変

うれしいことです。しかし、12 月 12 日はまだ福岡に

おりまして、12 月の 13 日午後にウイーンシューベル

トアンサンブルとして金沢にまいります。そして 19:00
に金沢市文化ホールにて演奏をします。14 日に早く大

阪へたちます。そこで私たちのコンサートにきていた

だけたら大変うれしく思います。またお会いできるで

しょう。敬具 ゲラルド シューベルト

社会奉仕委員会から 「100 歳バンザイ」
福祉施設に通う 100 歳のお年寄りをお祝いしましょう。

日時 Heisei 14 年 12 月 9 日（月）pm2:00 ～ 3:00
社会福祉法人 小立野善隣館 さなら園（如来寺）

対象者 新谷千代さん１２月１０で 100 才です。

ボランティア 三輪一夫さん 日本クラウン㈱

社会奉仕委員長 土田初子
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今後のクラブ例会のプログラム
１２月 ５日 デンマークの話 大阪外大 岡田令子先生

１２月１２日 炭谷会員 元気の出る話

１２月１９日 年忘れ例会 日航ホテルにて
１２月２６日 休会

１月 ２日 例会休会

１月 ８日 合同新年会（東急ホテル）

１月 ９日 新年会へ振り替えにより休会

１月１６日 炉辺会合（東山クリニックにて）７時より

内容は職業奉仕委員会による環境問題がテーマ

１月２３日 米山奨学生のお話（インドネシアの方）

江守会員紹介

１月３０日 百万石の歴史と文化３

２月 ６日 メイクアウィッシュ代表報告会竹田会員紹介

２月１３日 宇多須神社宮司 森博氏 二木会員紹介

２月２０日 木村会員卓話 題未定

２月２７日 金大医学部保健科公衆衛生教授 城戸先生

３月第一もしくは第二木曜日に、会場を変えて、オーボ

エの演奏会予定
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点鐘（大沼会員）
SONG それでこそロータリー

四つのしるべ （大沼会員）

1．慈愛の種を播こう。
1.感謝の声をかけあおう。
1.親睦と友情を深め、自己の向
上に努めよう。

1.地域社会に奉仕し、クラブの
存在価値を高めよう。

会長挨拶 本日はようこそお寺にお参り頂き有難うがおざいました。卓話として北朝鮮のス

ライドをいたします。まずお御堂でお焼香して下さい。お焼香の方法は右手に沈香をとり、

左手を添えてください。揉み手をしないで下さい。では谷さんからどうぞ

委員会報告 社会奉仕委員会この度「１００歳バンザイ」という催しを企画、実行することに致しました。

お焼香がすんでから食事をいただく。
石丸幹夫会員 11/21,22 母のお通夜、葬儀には大変お忙し
いところをお参りしていだき、有難うございました。

ニコニコ BOX 0 円 本年度累計 481,000 円 残高

3,215,354円

講話の時間 北朝鮮訪問スライド
吉田昭生会長

今回、北朝鮮を訪問して参りました。日朝文化友

好協会の招待があり、全日空機で大連へ行き、そこか

ら、ロシアの飛行機で平壌に入りました。現在、この

国はいろいろ問題を抱え、日本での評判は良くありませんが、訪問してみましたら、平壌の街は綺麗で素晴らしく、

人々も親切で、子ども達への教育も熱心であり、なんと言っても子ども達の目がいきいきとしていました。 行く

ところ行くところ整然とした美しさがあり、大ドームでのショウは最高でした。一糸乱れぬ統率はたいしたもので

した。しかも食事はおいしく、わたしの見た限りでは何回でも再訪問したい気持ちになりました。

点鐘

如来寺

通算 218回 出席 24/42 47.14%

8月修正出席率 146/160 91.25%

2002..11.28（木）

平壌の地下鉄の長いエスカレーター 料理は平安冷麺はじめ大変美味
大ドームでのショーは素晴らしい

子どものいろんな才能を伸ばすため

の教室 生き生きした眼
美しい平壌市と大同江 少し照明が暗いがデパートもよい
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