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創立５周年記念例会のご案内
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

多数ご参加を恒例の「空き缶拾い」の日程 新世代委員会
11 104 13 8月 日（日）午前 時から 時頃まで、むらた小児科駐車場に集合して現地に行きます。空き缶拾いの後、

電話：０７６－２６８－８６８８時頃から寺中会館で講演会を予定しています。 村田祐一

FAX E-mail yumurata@kma.jp：０７６－２６７－９３３８ ：

２００４年ロータリー国際大会が大阪で開催
５月２０日（木）～２２日（土） 事前会議

２３日（日）～２６日（水） 本会議
、 。出席を予定される方は 事務局の方までご連絡ください

プログラムをお送りします。 第一回の参加想定者数を報告
しなければなりませんので、宜しくお願い致します。大変
急で申し訳ありませんが、ご連絡ください。
国際奉仕委員長 江守巧

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

3/27（木） 4/ます。例会終了後 （一時間ほど） 同会場にて
本番には演奏者 宜しくお願いしま3（木） 4/17（木） 全員で

す。

にほんの歌・２会員消息
（日）午後３時より金沢市アート4/6
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器 円1,500
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例会予定
４月 ３日 東海林会員卓話
４月１０日 城戸照彦先生卓話「環境汚染につい

て」 大平会員紹介
４月１７日 ５周年記念例会打ち合わせ
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 百万石歴史と文化５
６月１２日 磯野紀幸氏（登山家）

石丸会員推薦
６月１９日 子供を取り巻く環境２
６月２６日 一年を振り返って、次年度に望む事
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（村田祐一会員）点鐘
我らの生業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
本日は多くのメイキャップやゲストの方を会長挨拶

お迎えしました。小松シティクラブや市内の です。又卓話には西嶋弘子RC
先生をお迎えしています。

小松シティ 三安 満昭（みやすみつあき）様 大杉メーキャップ RC
忠夫様 大西 和子様 金沢ＲＣ 鈴木 茂様 金沢北ＲＣ 長谷川塑
人様 金沢香林坊ＲＣ 近藤勝則様

の地区協議会には坂口國男会長エレクト 5/11
次期正副委員長は是非ご出席を

本年度合計ニコニコＢＯＸ ¥17,000
¥683,000 ¥3,688,354残高

小松シテイＲＣから久しぶりにメーク小松シテイＲＣ 三安満昭様 大杉忠夫様 大西和子様

アップに参りました。貴クラブとは創立５周年同士で点鐘も同じものを使

っています。次年度の会長、幹事，ＳＡＡを勤めさせて頂きます。勉強の

つもりでやって参りました。 沢山のメーキャップを頂き有り難吉田会長

うございます。 西嶋先生の講話を楽しみにしています。 クラ石丸会員

。 。ブ会報の画像印刷が綺麗になりました 西嶋先生ようこそ大平会員

お話楽しみにしております。 西嶋先生のお話楽しみに致して齋木会員

おります。 新入会員、北 他紀子さんようこ

そ。

息子舟木公一郎がシアトルショーラ谷 会員

インコミュニテイカレッジ （ＭＩＤＩミュー

ジックプロダクションとデイジタルオーデイオ

プロダクション）の留学から無事帰国しました。あと一年間北海道大学

。 、 。へ復学します 就職活動も始まりますので よろしくお願い致します

（北海道大学は経済学部の経営学です）村田会員 ４／１３（日）恒例

の「空き缶拾い」を行います。皆様の参加をお待ちしています

「子どもが教えてくれる事」講話の時間
金沢大学講師 西嶋弘子先生

千葉県船橋市出身 絵本の挿し絵や文章を手が
け、子どもの教育に独創的で的確な方法をすすめ
ている。
記憶中心ではなく物事の本質をしっかり、把握

する事にある。絵本の文章や絵は知識のエキスで
ある。大変絵本作りは難しい。金沢大学生に自分
をふりかえっての絵本をつくらせる。四角の和紙

「 」の折り方で ひまわりの種から芽が出て花が咲く
絵本が出来る。 ひもの切り方次第で、不思議な

点鐘現象が？
他ＲＣ記念例会の情報

５／２６（月）１６：００～ 於金沢東ＲＣ４５周年
：金沢国際ホテル 当クラブ会長・幹事出席

５／１８（日）河北ロータリークラブ３０周年
１３：００～ 於：西田幾多郎記念哲学館

出席者 会長 欠席 幹事 ？
７／２０（日）１５：００～京都北東ＲＣ１５周年

於：京都宝ヶ池プリンスホテル
※後日正式な案内状が届く予定

ホテル日航５Ｆ
通算 回233

19/42 45.24%出席

68.90%2 月修正出席率

（木）2003.3.27

谷伊津子会員ご子息の

舟木公一郎さん

一本の輪のひもがハサミの入れ方で 大きな輪や２本の輪になった

小松シティ の三安エレクト、大西会員、大杉会員RC


