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創立５周年記念例会のご案内５周年記念例会について
会員の皆様にはできるだけ全員の方に出席していただき、ご招待者の方々をお迎えし共に５周年を祝いたいと思

います。尚、ご家族の方で当日お手伝い等して頂ける方がいらっしゃいましたら、是
非ご出席ください。
日 時 平成１５年４月２４日（木） 受付開始 １８時２０分

記念例会・祝賀会１９時～２１時
場所 ホテル日航金沢３階孔雀の間 金沢市本町２－１５－１
電話 （０７６）２３４－１１１１

会 費 会員 ７，０００円 家族 ８，０００円

（日）午後３時より金沢市アートホール（ポルテ会員消息 にほんの歌・２ 4/6
６Ｆ）後援 金沢百万石ロータリークラブ・北国新聞・北陸放送・開進堂楽器 円1,500
曲目 この道 ゆりかご 鐘がなります 少年時代 他

ピアノ中田佳珠 横笛 北山昌平テノール北山吉明

は如来寺の山門
年の火災で焼1718

285失しましたが、
年ぶりに復興しまし
た （北国新聞朝刊。

より）2003.15

如来寺の涅槃会
知られざる金沢を探
す会は 金沢市3/16

の小立野寺院
群で行われ、
山門を復活さ
せた如来寺を
訪れ、涅槃会
法要に参列し
ました。
（北国新聞朝
刊 よ2003.3.18
り）

（吉田会員）
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例会予定
３月２０日 百万石歴史と文化４
３月２７日 西嶋弘子（金沢大学教育学部講師）

子供が教えてくれること
４月 ３日 東海林会員卓話
４月１０日 城戸照彦先生卓話 大平会員紹介
４月１７日 来期各委員会についての検討会
４月２４日 ５周年記念例会
５ １日 休会月
５月 ８日 小林輝冶先生（竹久夢二館館長）

石丸会員推薦
５月１５日 炉辺会合（大平会員宅）

環境についての討論
５月２２日 子供を取り巻く環境２
５月２９日 江原千絵（アンサンブル金沢バ

イオリン）石丸会員推薦
６月 ５日 会員卓話予定
６月１２日 磯野紀幸氏（登山家）

石丸会員推薦
６月１９日

６月２６日
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会員外 石丸恭子夫人 江守ご令嬢 江守ゲスト
会員スタッフとご友人 大平会員お母様 村田順子夫人
岡本力様ご夫妻 計８名

講話の時間
《トリオ ザ グアン》オーボエ三重奏講師

黒川秀孝様 国立音楽大学卒業 音楽講師
弘田説子様 武蔵野音楽大学卒業 音楽講師
本多亜矢子様 武蔵野音楽大学卒業 音楽講師

本多さんの受験セミナーの時に黒川師が講師として知り合われ本多さんの先輩である弘田さんと３人でトリオ
ザ グアンを結成される。会場で音楽を楽しむ事ができない方達のために、養護施設などへ訪問し、ボランテイ

アとして演奏活動もされている。
王宮の花火（ヘンデル） 上を向いて歩こう 見上げてごらん夜空の星を 等演奏曲目

北他紀子さん他
多くのゲストが
出席されて大変
賑やかで楽しい
会でした。

素囃子演奏者 各位
下記の通りご連絡しますので、よろしくお願い致します。
５周年記念例会の素囃子の練習日が決まりましたので、お知らせします。例会終了

※後 （一時間ほど） 同会場にて 3/27（木） 4/3（木） 4/17（木）
本番には 演奏できるように宜しくお願いします。全員で

（月 「休会」 （月） ～ 周市内クラブ例会変更 金沢東 RC4/28 5/25 17:00 45）

年記念例会「国際ホテル」 （金） 観桜会 （金）休会金沢西RC4/11 18:00 5/2
（火） つば甚 （木） 松魚亭 （木）休会金沢南 金沢北RC4/8 18:00 RC4/10 18:30 5/1
（月 「休 会」 （月 「休 会」 （火 「休会」香林坊 みなとRC3/31 4/28 RC5/6） ） ）

（木） ～５周年記念例会ホテル日航 （木）休会 （木） 大平胃腸外科クリニック百万石 RC4/24 19:00 5/1 5/15 19:00

インド料理店Ｔｕｒｐａｔｉ

本多亜矢子様 弘田説子様 黒川秀孝様

次の例会で会員に

なられる北他紀子

さん（北間楼代表

取締役）

（ ）ティールパティ インド料理
通算 回231

21/42 50.00%出席

68.90%2 月修正出席率

（木）2003.3.13


