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簡素なで中、で盛大に2003 2004～ のための地区協議会
、石川県地場産業振興センターで 点5/11（日）ホストクラブ金沢北クラブのお世話で 10:30

鍾され 時までの熱気ある勉強会でした。 人16:00 1330
が参加しました。
マジィアベ次期ＲＩ会長のテーマ「 手Lend a Hand
を貸そう」を理解し、次の事項を運営方針とします。

会長方針に基づく最優先事項RI
会員増強と拡大 ポリオプラスの達成 まで① ② 2005
150 32に ドル／会員 ロータリー財団③

万ドル達成（ ドル／会員） ロータ100 ④
リー百周年双子クラブ（姉妹クラブ）プログラ

ム推進 ロータリー家族委員会の立ち上げ⑤
ロータリークラブの社会的役割の認識と社会的評価を高める 事業の継続性第 地区の運営方針2610 ① ②

継続は力なり（ 年委員など） 地区運営の合理化 経費削減など 対内広報 ガバナー月信の電子メ－ル化3 ③ ④
ホームページの積極的活用 対外広報活動 各クラブのe-mail ⑤ ⑥

周年プログラム 地区ロータリー顕彰制度（一隅を照らす）100 ⑦
新世代メンバーシップ小委員会（若いロータリアン） オンツー⑧ ⑨

2004.5.23 9680大阪大会 （日） ロータリー友情交換オーストラリア⑩
地区メルボルンへ会員家族で訪問 米山記念奨学会推奨⑪
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点鐘
（ ）市島明子会員
ＳＯＮＧ
我等の生業
四つのしるべ
．慈愛の種を播1
こう。
感謝の声をかけ1.

あおう。
親睦と友情を深め、自己の向上に努めよう。1.

。1.地域社会に奉仕し、クラブの存在価値を高めよう
なしメーキャップ
会員多くの皆様のご協力を得て、無事又 杵屋六以満さんや藤間勘菊さ会長挨拶

んの指導出演等もりあがっ５周年例会も無事終わりました。ありがとう御座いました。
岩倉舟伊智会員 前田宏智会員 市島明子誕生日お祝い 5/3 5/13 5/7

会員 吉田昭生会員5/22

５周年例会時のスナップ写真アルバムご覧になって申し前田宏智幹事
込んでください。 地区協議会は２１名の出席予定です。よろしくお願
いいたします。

¥716,000ニコニコＢＯＸ ¥13,000 本年度合計

¥3,724,354残高
５周年記念例会も会員各位のご協力により無事に終えることが吉田会長

できました。心よりお礼申し上げます。 お陰様で５周年行事石丸会員

も無事終了しました。 本日の講話に小林輝冶（てるや）先生をお迎えし

て 今日 銀座の洋食屋さんでお昼をいただいていたらなんと！。 、市島会員

お隣の席に金沢出身の田中美里さんが座られました。キレイでしたよ！！

次女（奈都子）がＮＩＨで現在勉強中です。５周年例会、江守巧会員

皆さんご苦労様でした。 ４月の５周年記念例会成功でした。齋木会員

４月２９日特選会に皆様見に来てくださいまして有り難うございました。

５周年例会御世話された方々、ご苦労様でした。二木会員

金沢の文学講話の時間
（こばやしてるや）北陸大学名誉教授（金沢湯涌夢二館館長） 小林輝冶先生

金沢には２つの川が流れています。女川の淺野川と男川の
犀川です。もともと金沢の文化はこの女川を中心として生ま
れ、育ちました。金沢はその文学からドイツのワイマールや
アルトハイデルベルクとも例えられていますと、まえおきし
て、泉鏡花、徳田秋声、室生犀星他
の少年時代の環境とその作品につい
て、いろいろ述べられた。 母の面
影にひきずられ、女性は悲運だが美
人ばかりの鏡花、小学成時代は最劣
等性の犀星がどうしてかくも成長し
たのか？室生朝子さんをかいた杏
子、犀川と医王山を眺めて心を静め
奮起した犀星、素晴らしいとも退屈
とも批評された秋声。

ホテル日航５Ｆ
通算 回238

23/42 54.76%出席

61.68%3 月修正出席率

（木）2003.5.8

RC東京世田谷中央
の土産のハマヤの
富貴豆

紹介する石丸
幹夫会員

小林先生は泉

鏡花賞の選者と

して中心的な方

です。私とは中

学高校の同級で

もあります。医

者仲間ばかりの

私の中では貴重

な文学者です。

例会予定
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 次年度委員会検討会
５月２９日 江原千絵氏（ バイオリン）石丸会員推薦OEK
６月 ５日 国際交流奨学生報告会（担当 坂口会員）
６月１２日 礒野紀幸氏（登山家） 石丸会員推薦
６月１９日 百万石歴史と文化５ 北春千代歴博副館長
６月２６日 一年を振り返って、次年度に望むこと


