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－ 年度国際ロータリー第 地区 石川第 分区都市連合会（ ）2002 2003 2610 1 lM
13 00 2/9 RC時 分 ホテル日航 ホスト金沢南［式 典〕 ［本会議］ 時 分13 50
テーマ「慈愛の種を播きましょう：わがクラブの奉仕の実践」

①公共施設ピカピカ運動 ② 周年を石川第 分区 クラブによる奉仕の実践の事例発表1 13 河北 杉本正一RC 5
RC RC終えて ③交換学生交流プログラム河北南 栗田卓二 金沢

大友佐俊 金沢東 山岸敬秀④私費留学生に対する支援活動 RC
金沢香林坊 窪田正宏⑤中学生への出前職場体験授業 RC

①普正寺の森（健民海浜公園）周辺の空き缶拾一大い徳サッカースポ
⑦第 回金沢市柔ーツ少年団貝と共に一 金沢百万石 北山吉明RC 20

金沢北 中田秀雄 金沢み道練成大会 ⑧ 基金設立についてRC wcs
RC RCなと 表征史 金沢西⑨辰巳用水遊歩道の清掃奉仕活動報告

丸井洋 松任 小⑩国際友好クラブ光陽 との共同奉仕事業RC RC
川義昭 松任石川 永瀬喜子⑪交換留学生受入とクラブの対応 RC

野々市 辰野文治⑫地域への奉仕活動について RC
金沢南 津田幸夫⑬ロータリーカップ少年サッカー大会 RC

［懇親会］ 時 分16 30
北山吉明 木村陽子 石丸幹夫 市島明子 大平政樹 魏賢任 坂口國男 下村義明 炭谷亮一 東海林出席者

也令子 竹田敬一郎 谷伊津子 西村邦雄 野城勲 後出博敏 前田宏智 宮永満祐美 吉田昭生 二木秀樹

トルコを訪問しませんか？地区友情交換
地区友情交換委員会（委員長早川芳子 金沢みなとＲＣ）から、今年度の友情交換プログラムが発表されました。
訪問先は、まだ記憶に新しい昨秋の地区大会に、大勢の会員が参加してくれたトルコ地区を予定しています。
期間は５月１４日（水）～２０日（火）の１週間、地区友情交換と現地ＲＣのお世話で、滅多に見ることのできな
い、世界遺産の聖地巡りも予定しています。 詳しくは地区サイト をご覧ください。www.rotary2610.jp

（ ）旅行日程 朝 成田空港へ トルコ航空イスタンブールへ 所要 時間 分2003 5/14年 (水 富山空港） 8:00 12 45
(木） イスタンブール ボスポラス海峡クルーズ ●世界遺産●5/15

（ ） （ ）5/20(火 成田空港着） 費用の概算 万円程度 ２名１室 ・富山空港発着料金 １ドル＝ 円レート基準28 125

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

第１０回永津照見氏の作品展
記念北陸国画グループ展フリースペ
ース展示で 麻田征弥 永津照見

木～ 月 石川県立美展が 2/6 2/10
第７展示室にておこなわれま術館

ＲＩ国際親した。 当クラブ推薦の ～ 年度2003 2004
永津照見氏の作品が展示されました。善奨学生
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今後のクラブ例会のプログラム
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

2/27 18:30～「松魚亭」金沢北ＲＣ

吉田昭生 木場紀子 前田宏智 水野陽子会長： 会長ｲﾚｸﾄ： 直前会長： 副会長： 幹事： 副幹事：坂口國男
池田裕之 山下公一宮永満祐美 理事：会計： 監査：後出博敏 ：SAA 高嶋由治 クラブ奉仕委員長：

斎木妙子 土田初子 江守巧 魏賢任職業奉仕委員長： 社会奉仕委員長： 国際奉仕委員長： 新世代委員長：
石丸幹夫 飯野健志 下村義明会報広報： 情報．増強拡大委員長 修練選考RC
三浦雅博 木村陽子 岩倉舟伊智 相川晶代企画委員長 親睦委員長 友好委員長 事務局

事務局執務時間 月火水金 ： ～ ： 木 ： ～ ： 休憩時間 ： ～ ： 休日 土日祝日10 00 16 00 15 00 20 30 12 00 13 00
5F 920-0853 2-15-1 T076-234-1111 19 00例会場 ホテル日航金沢 〒 金沢市本町 例会日時 木曜日 ：

1 412 920-0852 3-5 T262-2211 F262-2241事務室 ライブ かなざわ 号(前田） 〒 金沢市此花町
E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp URL http://www.hokuriku.ne.jp/million/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

発表の北山吉明会員



- 2 -

点鐘
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1.

に努めよう。
地域社会に奉仕し、クラブの存1.

。在価値を高めよう

それでこそロータリーSONG
本日はメイクの作田様、講話の祖泉様よくいらっしゃいました。 から ま会長挨拶 2/6 2/11

で当クラブ推薦の 財団奨学生の をしていますので、会員R 永津照見さんが県立美術館で展覧会
の方は是非、ご覧になって下さい。又 土 と題して県立音楽堂で斎木妙2/15 和と洋のひびき
子会員令嬢の藤舎麻衣さんが出演されますので、よろしくお願い致します。

金沢西ＲＣ 作田 武 様メーキャップ
宮永会員 土田会員 江守道子会員誕生お祝い 2/15 2/24 2/25

前田宏智 金沢８ で善行生徒に図書券を贈呈しまし幹事報告 RC
。 。 。た 来週の例会後に理事会を致します 全員ご出席お願い致します

¥592,000 ¥3,585,354ニコニコＢＯＸ ¥9,000 本年度合計 残高
立春も過ぎました。春はもうすぐです。クラブの活動も路線に乗吉田会長

って参りました。皆様のご協力をお願いいたします。 皆江守巧・道子会員

さん、冬期オリンピックのＴＶ観戦で夜遅くまで起きておいでになるのでは？

昨日、母の満中陰法要を執り行いました。年末には多くのご会大沼会員

葬並びに御香資を賜り、厚く御礼申し上げます。有り難うございました。

祖泉淳氏講話の時間 メイクアウイッシュについて

いつもお世話になっております。
歳の子どもの夢をかなえるのが3~18

趣旨の団体です。 きっかけは米国
で白血病にかかったクリス君を慰め
るために警官がパトロール仲間と友
に少年に夢を与えたお話しです。昨
年１０周年を迎えましたが、北陸支
部は２年目です。私の息子も脳腫瘍
となりましたが、世界大会でこの話
を聞いて 「メイクアウイッシュ」で、
同じ子供らに勇気を与えたかったわ
けです。 年に 名 年には 名に実践されました。2000 600 2002 300
トムクルーズ（俳優）が家族を引き連れて会いに来て

くれた話し。ビル・ゲイツが自
宅に招待してくれた話し。来週
の木曜日にビートたけしがメイ
クアウイッシュをテレビで取り
上げます。しかし、この運動に
もいろいろジレンマもありま
す。全ての希望者に夢を与えら
れないので、大きく宣伝しにく
い。 夢の実現のために家族が
ひまを作れない。募金の問題な
どです。この鯨の絵本は浦安シ
ティホテルの一日役員になった

点鐘子どもの発案でホテル宴会場の屋上に鯨の絵がかかれました。

北山吉明会員から オケストラ・アンサンブルの団員の原田智子ヴァイオリンリサイタル会員便り続き
共演 田中美千子ピアノ 金沢市アートホール （木） 開演2003.2.20 19:00

5通算 22
18/41 43.90%出席

80.95%12 月修正出席率

（木）2003.2.7


