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京都北東ロータリークラブからの創立 周年のご案内15
金沢百万石ロータリークラブ 会 員 各 位

京都北東ロータリークラブ ′ ～， 会長 西崎 義雄 創立 周年実行委員会委員長 杉原 繁一2003 04 15
拝啓 新緑の候、★クラブにおかれましては益々ご清祥のこととのお喜び申しあげます。

先日はお世話になりました。会員一同楽しい一日を過ごさせていただきました。
さて、京都洛北ロータリークラブをスポンサークラブとして 年 月 日に誕生いたしました私ども京都北東1988 7 20
ロータリークラブも、この度創立 周年を迎えることとなりました。これも偏に皆様のご厚情、ご鞭漣の賜物と15
会員一同深く感謝いたしております。

つきましては、下記の通り記念式典並びに祝宴を開催いたしたく存じますので、何かとご多用のところ誠に恐縮
に存じますがキクラブ会員の皆様に多数ご臨席賜りますようご案内申し上げます。 敬 具

2003 7 20 TEL075-712-1111日 時 年 月 日（日） 会 場 京都宝ケ池プリンスホテル 京都市左京区宝ヶ池
登録開始 午後 時 分 呈茶席をご用意いたしております．ご利用ください。2 30
記念式典 午後 時 分3 30
記念講演 午後 時 分 大本山百万遍知恩寺布教節会々長 小田芳隆師4 50
祝 宴 午後 時 分 アトラクション アカペラグループ「 」 登録料金 ， 円6 10 Yo!!six 12 000

丁度日曜日で翌日は祝日ですので、是非皆で京都に行き、参加しましょう 事務局までご連絡を
今どの様な会員が必要か
私たちには、長い歴史で価値の実証された信念を培いながら、常に将来を見据えることのできる会員が必要です。
若い人々が必要です。 クラブに女性が必要です。 真のリーダーになることのできる老若男女あらゆるタイプの会
員が必要です。 共通の目標に向かって私たちを導いて行くことの出来る会員、 ただリーダーになりたいからでは
なく、要請されたために責任を引き受ける有能な指導者、 新しいアイデアを出す会員、 例会への出席を奨励し、
積極的な参加を推進できる会員が必要です。 これらの会員は、最良のロータリアンは情報に通じたロータリアン
であると認識しています。私の言う情報に通じたロータリアンとは、ロータリーの方針やその適用法を知っている
ロータリアンのことです。 ジョナサン・マジィアベＲＩ会長エレクトのページから

お 知 ら せ
VICTORIAイスラエルの歌姫による古代ヘブライの歌声 ボ－カルコンサート イスラエル出身の声楽家

と の作品は歌と語りの協会を探る実験行為である。古代ヘブライ文化と現代HANNA RUTH WIEDER MAGAN
社会をユニークに結合させた。 の例会で披7/10
露されます。 劇団アンゲルスより

コバーチ・デーネシュ氏バイオリン演奏会
（月） 市民アートホール6/9 19:00

ハンガリーの国宝的存在で世界のトップのバイオ
リニストでバルトークは最高、これをきかないて
はない。江原千絵さんの恩師
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例会予定
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 一年を振り返って、次年度に望むこと
６月２６日 百万石歴史と文化５ 北春千代歴博副館長
７月１０日 ボーカルコンサートとワークショップ イスラ

エル歌手による
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（金沂秀会員）点鐘
我らの生業ＳＯＮＧ

四つのしるべ
．慈愛の種を播こう。1

。1.感謝の声をかけあおう
親睦と友情を深め、自1.

己の向上に努めよう。
地域社会に奉仕し、ク1.

。ラブの存在価値を高めよう
飯野健志名誉会員、 石丸恭子夫人、北山真美夫人、木村恵利子ゲスト

夫人、後出有美夫人、村田順子夫人
本日は江原千絵さんのヴァイオリンと東海林也令子さんのピ会長挨拶

アノが楽しみです。米山奨学生のソバナさんが出席する事になっていました
が、欠席です。６月にはまいります。また よろしくお願い致します。

京都北東ＲＣ訪問の件 まだ５名です。出来るだけ多数宮永満祐美副幹事
お願いします。

¥18,247 ¥744,247 ¥3,466,879ニコニコボックス 本年度合計 残高
、 。 、吉田会長 ヴァイオリンコンサートに際し 江原千絵様をお迎え致しうれしく思います また

東海林会員のご配慮有り難うございます。 江原千絵さんをお迎えして。東海林石丸会員

さんにも御世話になります。 江原千絵さんのピアノ伴奏という素敵な機会を与東海林会員

えて頂いて、大変嬉しく思っておりますが、何しろ子供達の指導に専念してきた私です。人前

での演奏は久しぶりでドキドキしています。 江原千絵様 演奏期待しています。西村会員

今日は久しぶりに出席しました。初孫が誕生致しました。 江原千後出会員 村田会員

絵様 東海林様 コンサート楽しみにしています。 今宵は、音楽の夕べを楽しみ山下会員

にしています。江原さん、東海林さん有り難うございます。 第４週我等ビール党（５名）

の例会に一杯のアルコールを！自払いの残金をニコします。

（アンサンブルオーケストラかなざわ 第２バイ講話の時間 ヴァイオリンコンサート 江原千絵氏
ピアノ伴奏 東海林也令子会員オリン主席奏者）

江原千絵氏略歴
３歳よりヴァイオリンを

始め、桐朋学園大学に進

む。ヴァイオリンを中山

朋子、に学ぶ。 １９８

９年、同大学卒業、ハン

ガリー政府給費留学生と

して リスト音楽院ディプロマコースに留学。ヴァイオリンをコヴァーチ・デーネ

シュに、 室内楽をクルターク・ギュ

ルギィ、デヴィッチ・シャンドール

に師事 、ハンガリー国営放送にも出。

演するなどブダペストを中心に意欲

的な 演奏活動を行った。９２年、リ

ピツァー国際ヴァイオリンコンクー

ルでディプロマ受賞。 同年秋よりリ

ヨンに居を移し、エコール・ノルマ

ルの第３課程で学ぶ傍ら、 ヴァイオ

リンをマリィ＝アニック・ニコラに師事。

フランス、スイス各地で演奏活動を行う。

９３年９月帰国。オーケストラ・アンサン

ブル金沢の第２ヴァイオリン首席奏者とな

った。また、 ヴァレリー・ハルックとのデ

ュオで桐生・金沢・加賀・小松、及び９９

年には パリの日本文化会館にてコンサート

を行う。くらしき作陽大学非常勤講師

曲目：愛の挨拶 エルガー、タイスの
瞑想曲 マスネ、美しきロスマリンク
ライスラー、 ユーモレスク ドボルザーク、 チャルダーシュ モンティ

点鐘素晴らしい演奏でした。 （月）のゴヴァーチ先生との二重奏が楽しみです。6/9
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20/42 47.62%出席

72.62%4 月修正出席率
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