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７／１０（木） ～ ＊会長・会長エレクト・幹事・副幹事出席ガバナー補佐訪問 会長・幹事懇談会 18:00 19:00
～ ～ ＊クラブ役員・理事・各委員長・入会２年未満の新会員出席例会 クラブ協議会19:00 20:00 20:00 21:00

17:45 18:45 19:00 20:00ガバナー公式訪問 ７／３１ 木 ～ ＊会長エレクトも参加可 ～（ ）会長・幹事懇談会 例会

御礼 百万石ロータリークラブ様
難病の子供の夢をかなえるメイク・ア・

ウィシュオブジャパンにご支援いただきあ
りがとうございます
2003.5.15 MAKE A WISH

八木昌実
The chair person of the boad

会員消息
ロータリーで みんなで何時か行けると楽しそう 焼岳のみえる温泉

気のあった仲間たちと家族連れでバスをチャーターして奥
飛騨の中尾平ホテルへ行ってきました。途中 回の休憩を入れて2
片道 時間４０－５０分かかりました。運転しなくてよいので道2
中酒盛り（西村会員も一緒）していきました。丁度季節外れの台
風と重なりヤキモキしましたが、かえって空気が澄んでいて雨も
ほとんど降らず新緑を堪能してきました。ホテルは我々のグルー
プで貸切（ 人まで泊まれる）でした。料理も美味しく、お風20
呂も４つあり、ただし露天はなしでしたが 時間いつでも入れ24
る温泉でした。ロータリーでも何時か行けると楽しそうだなーと
思いました。写真はホテ ルの近くから夕方に撮った焼岳です。

むらた小児科 村田祐一
第 回石川の伝統工芸展 めいてつエムザ Ｆ44 86/11~16
木 紬織着物「綾菱文」 友禅訪問着場紀子会員 水野陽子会員
「庚申薔薇」 蒔絵「秋の宙」小皿」 張抜一閑笛筒 独楽塗り茶器「水明り」市島桜魚会員 坂下直人前会員

金工南鐐水指 銀笛 の作品が展示されました。前田宏智会員

碧い大気
青い海 蒼い大地
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例会予定
一年を振り返って、次年度に望むこと6/19
百万石歴史と文化５北春千代歴博副館長6/26
ボーカルコンサートとワークショップ7/10

イスラエル歌手による（ガバナー補佐訪問日）
ガバナー公式訪問日7/31
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（坂口國男エレクト）点鐘
手にてつないで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1.

の向上に努めよう。
地域社会に奉仕し、クラ1.

。ブの存在価値を高めよう
新緑の季節です。本日の講師に礒野紀幸様をお迎えして会長挨拶

います。
なしメイキャップ

締め切りですので、至急、次年度の委員会計画書の原稿を委員会報告 前田宏智幹事 6/12
事務局まで提出して下さい。

RC 6/10 7/10京都北東 訪問の返事は ですので 早くお願いします、 。
はガバナー補佐、 はガバナー訪問日です。準備下さい。是7/30
非沢山出席して下さい。

メイク・ア・ウィシュからお礼状がきま魏賢任新世代委員長
した。

¥11,000 ¥761,247 ¥3,483,879ニコニコボックス 本年度合計 残高
礒野紀幸（いその よしゆき）氏をお迎えして山の話が楽し石丸会員

みです。 現在発売中の文芸春秋７月号の「日本の宝」に大場先生が紹介されています。記市島会員

大平会員 魏 会員事も写真も素敵ですので、是非ご覧下さい。 礒野先生のお話、楽しみです。

最近欠席ばかり続けて申し訳ないです。礒野先生のお話、楽しみにしています。 日曜日に炭谷会員

テニスの東京医科歯科大学とのＯＢ戦で、私自身久しぶりに勝ち美酒に酔いました。 石川村田会員

の伝統工芸展 桜魚さん、木場さん、水野さん、前田さん、目の保養をさせて頂きました。

「中高年登山ブームの隠れた危険性」講話の時間
礒野紀幸氏（いそのよしゆき 登山家）

生 住所 金沢市城南１丁目 台湾の玉山東峰北西壁発登攀等、以後 台湾五岳全登攀 金沢市山岳連盟理事長を1940 1964.9
年 年 石川県山岳協会指導委員長 北信越国体山岳競技審判長を４回 石川県国体山岳競技選手強化委員長 著書「安12 1975

全登山のために 警鐘！中高年登山者へ」 現在は より立山ガイド協会に属し、天狗平山2001.3
荘のおられます。 特に立山といえば富山県の佐伯氏のガイドと決まっている中、佐伯氏から特

に嘱望され、石川県人として立山ガイドをまかされる事になりました。

から までは立山の天狗平山荘にいます。現在雪はまだ ｍあります。 全日4/10 11/6 2-3
本のノルディックの選手がオリンピックのための高所トレーニングをしています。さ

55 70て 最近はすごい高齢者の登山ブームですが、なかでも特に女性が多いです。 ～
。 。「 」 。歳です 若者は殆どおりません くさい きたない つらい と人気がないようです

登山といっても ホテルにとまる旅行感覚の人も可成りいます。電話でテレビとかベ
ットがあるかとか聞いてきます。そして着飾ってきます。 中高年で登山する人を分類
しますと、①若いときから継続②中断して再び③初めてだが定年後にひまが出来て
ですが、②が一番危険です。最近は 代の遭難が多く、若い時の気持ちでの登山が原60
因のようです。経験者と言っても もう体力もなく 事故者を背負う事も出来ないリ
ーダーです。事故の原因は①自己過信②悪い杖 特に下り坂で杖が引っ込み転倒③立
派な装具だが使いこなせない等です。平成元年 立山で 名が遭難し、 名が死10/9 10 8

亡しました。 ～ 歳 の方で、 平均 歳でした。秋の山と温泉めぐりという名目の旅行であったらしく服装も45 66 55
簡単でした。一番厳しい尾根での遭難でした。黒部湖側へ少しおりると 驚くほどかぜも少なく温度も高くなるの

点鐘に残念でした。
ボ－カルコンサート イスラエル出身の声楽家お 知 ら せイスラエルの歌姫による古代ヘブライの歌声

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VICTORIA HANNA RUTH WIEDER MAGAN
イ文化と現代社会をユニークに結合させた。 の例会で披露されます。7/10

参加しましょう 事務局までご連絡を京都北東ロータリークラブ創立 周年のご案内15
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3 30 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

～ 年度の会長方針と委員会の予定計画等が行われました 次号参照６月定例理事会 6/1220 21 2003~4 。

3Fホテル日航
通算 回243

20/42 47.62%出席

72.62%4 月修正出席率

（木）2003.6.12


