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金沢市内ＲＣの１・２月例会変更のご案内
2/12（水）18:00～「金沢ﾆｭｰｸ゙ ﾗﾝﾄﾞホテル」金沢ＲＣ

2/3（月）→2/2（火）18:「松魚亭」2/10休会金沢東ＲＣ

2/27 18:30～「松魚亭」金沢北ＲＣ

2/3（月）→2/2（日）創立 周年記念例会9:30～「金沢エクセルホテ香林坊ＲＣ 15
ル東急」2/10（月 「休会」）

1/28（火）→1/26（日）創立 周年記念例会16:15～「金沢全日空ホみなとＲＣ 10
テル」

県立音楽堂 藤舎麻衣さん会員消息 2/15 土 和と洋のひびき
（斎木妙子会員令嬢）他

第１０回永津照見氏の作品展
木～記念北陸国画グループ展 2/6

第７展示2/10 月 石川県立美術館
室にて 当クラ

2003ブ推薦の
Ｒ～ 年度2004

Ｉ国際親善奨学
永津照見氏生

の作品が展示さ
れますので、是
非ご覧下さい。

グレン エステス・シニア氏ＲＩ会長ノミニー選出のお知ら せ E.
月 日、 指名委員会は、米国、アラバマ州、シェード・バレー・ロータリー・クラブのグレン9 9 RI
エステス・シニア氏を、 として選出しました。エステス氏E. 2004-05 年度国際ロータリーの会長

は、ロータリーが 周年を祝う 年に 国際大会を主催しますが、 月 日より正式100 2005 RI 12 1
にノミニーとなります 。エステス氏は、会員増強・退会防止委員会の委員長です。 年以来1960
のロータリアンで、 年度の 副会長、ロータリー財団管理委員、第 地区ガバナ1991-92 RI 6860
ー、監査運営審査委員会委員長を務めました。氏は、グレン・エステス・アソシエートの最高経
営責任者でしたが、現在は引退しています。米国、ミシシッピー州、パイク郡に生まれ、ニューオ
リンズのチュレーン大学で化学の学位を取得しました 。

Asbjørn Austvik; HipólitoS.指名委員会の委員は以下の通りです：ノルウェー、 ブラジル、
Ferreira; Samuel L. Greene; Rudolf Hörndler; Gary米国、カリフォルニア州、 ドイツ、 台湾、

日本、丸山宏 米国、テキサス州、 米国、フロリダ州、C.K. Huang; ; Ralph E. McLaughlin;
Robert L. Menconi; Carlo Monticelli; LouisPiconi; Williamイタリア、 米国、ペンシルベニア州、 米国、テネシー州、

インド、 スペイン、 オーストラリア、 米国、ニュージャSergeant; Meda K. PandurangaSetty; JulioSorjús; Barry E.Thompson;
ージー州、 イングランド、 カナダ、オンタリオ州、 nRaymondR.Wells; RoyJ.A.Whitby; Wilfrid J.Wilkinso
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今後のクラブ例会のプログラム
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 中尾靖恵さん ネイルアートについて
３月 日 オーボエの演奏会予定13

木村幸生会
サ員から

ハラの大砂
漠の片隅に
佇む巨大ピ
ラミッド。

ｋｍの6,500
。大河ナイル

砂の上には
聖なる虫フ
ンコロガシ

が忙しそうに動いている。全てが
エジプトの勇姿なり。

～ ＲＩロゴ2003 2004
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手にてつないで点鐘 SONG
四つのしるべ
．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1.

努めよう。
地域社会に奉仕し、クラブの存在1.

。価値を高めよう
この寒波の中を出席されて、有難うございます。ゲストの講師の北先生、会長挨拶

メイクの岩城様良くいらっしゃいました。
金沢東ＲＣ 岩城紀男様メーキャップ
二木秀樹会員 池田裕之会員 三浦雅博会員 石丸幹夫会員誕生お祝い 1/2 1/5 1/7

小杉外男会員 下村義明会員 １ 大平 政樹会員1/13 1/21 /27

皆出席の表彰

カ年の石丸幹夫会員と４カ年の24
金沂秀会員

¥583,000 ¥3,576,354ニコニコＢＯＸ ¥8,000 本年度合計 残高
事務局のパソコンは２００３年度のアンチウイルスが入っていますので、宜しくお願いいたします。石丸会員

大丈夫です。 突然の大雪で大変だったようです。皆様はいかがでしたか？江守巧・道子会員

今年初めて日航ホテルでの例会出席です。本年もどうぞ宜しくお願いいたします。木村陽子会員

北国らしい大雪でしたが、今夜は少し緩んできました。卓話を楽しみにしています山下会員

点鐘講話の時間 百万石の文化と歴史 北 春千代先生 石川歴史博物館副館長
、 。 。 、二代前田利長 歳1 歳 尾張国荒子に利家の長男として生まれる 初名を利勝 20

（ ） 。 。 、 。越前府中 福井県武生市 城主 一織田信長の五女永と結婚 富山城主36 歳
、家督を相続、二代藩主として金沢城に入る。 、利家没後の翌年、利37 39歳 歳

長、謀反の噂が流れる。危機をむかえる 月、母め芳春院を江戸に人質に出して6
その危機を回避する 家康、会津の上杉景勝を討つため出陣 その間隙をぬって
石田三成が兵をあげた。 関ケ原合戦。利長、大聖寺の山口宗永を討つ。 敦
賀の大谷吉継が攻めてくるとの誤報を真に受け、金沢に帰る途中、小松の丹羽長
重と浅井綴で戦闘へ 月 日の関ケ原合戦に利長は間に合わなかった。 し9 15
かし東軍に与し、加増され、加越能 万石の大大名となる120

、利常に家督を譲り、富山城に隠居新川郡 万石 ．富山城が焼失。44 48歳 歳22 、
関野に移り高岡と改め、高岡城を築く。 、 月 日、没。 母、芳春院、江53 歳 5 20
戸より帰る（ 年間江戸） 代わって利常の生母の寿福院、人質として江戸・元15

、 、 、和３年 芳春院 夏 京都の高台院を訪ねこ嵯峨野の次男利政と会う 月 日7 16
芳春院、金沢で没。 金沢にて 利家の四男として生まれる。三代 前田利常

続きは機会を見て記載します。夫人は珠姫

5通算 22
18/41 43.90%出席

80.95%12 月修正出席率
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