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姉妹クラブ京都北東ロータリークラブの創立１５周年を祝す

(日)京都宝ヶ池プリンスホテ7/20
ルにて から記念例会が行わ15:30
れました。

姉妹クラブとしては金沢百万石
から坂口國男会長夫妻、前田宏RC

智幹事、炭谷亮一エレクト、飯野
健志夫妻、石丸幹夫夫妻、竹田敬
一郎会員高嶋由治会員の 名、ま10
た長崎北東ＲＣが豪雨のなか 名20
が出席しました。

例会で来賓紹介 祝辞 記念
事業報告等の後、 分ほど休憩15
があり、大本山百万遍知恩寺布
教師会会長 小田芳隆師
の記念講演「こころ豊かに」仏教の慈悲
の心と 愛との違いをのべられた。

閉会点鐘18:00
から祝賀会があり、ラストのソン18:10

グ「手に手つないで」迄、大いに友好親善を行い。多くの友人が誕生した。
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日本介助犬センター代表の

本岡修司氏 と介助犬

開会の挨拶をする京都北東クラブ西崎義雄会長

大本山百万遍知恩寺布教師会

会長 小田芳隆師

京都北東クラブはカンボジアの地雷で傷つ

いた人たちに手回し三輪車 ５０台を寄贈し

た。 富山県砺波市の善興寺 飛島恵寛住職

は協力を呼びかけた。

祝賀会ではビンゴゲー

ムと舞妓さんの踊りが披

露された

祝賀会で挨拶する
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指導 谷伊津子ＳＡＡ気功体操
点鐘

それでこそロータＳＯＮＧ
リー 七夕
四つのしるべ
手を貸そう。1.
感謝の声をかけあおう。1.
親睦と友情を深め、自己の向1.

上に努めよう。
地域社会に奉仕し、クラブ会長挨拶 早く梅雨かけが来ないかと思って 1.

。います。 平和な夏が来ます様に思っていま 在価値を高めよう
。今日昼は親クラブの金沢北クラブにいって、きました

今晩はその北クラブの米沢会長と木村幹事がいらっしゃいました。
金沢北ＲＣ 会長 米沢修一様 幹事 木村功一様ヴィジター

昼は有難うございました。 私は米沢修一金沢北ＲＣ会長挨拶
４月の５周年以来はじめてきました。百万石クラブが出来ますときの
設立準備委員もいたしました。がんばって５年たちましたね。 皆様
の熱意です。 １１名の女性会員がおられる事はうらやましいです。
ここの点鐘も私のクラブの点鐘も人間国宝の魚住さんの制作でして、

10 2嬉しいことです。又今後も 立派な事業を展開してください。 月
日（木）は金沢北クラブの３０周年記念例会です午後 からです。4:30
是非ご出席下さい。

（木） （金）は東京で日韓交流会ですので早く申し込んで下さい。大阪の二木秀樹国際奉仕委員長 9/25 26
国際大会は ～ です。2004.5/23 26

岩城宏之指揮でのオーケストラアンサンブルかなざわとのジョイントリ吉田昭生前会長
サイタルにおなじみの坪倉かなうさんが出演します。８月 日金沢市観光会館です。是非聴31
いて下さい。

¥22,000 ¥154,000 ¥3,663,879ニコニコボックス 本年度合計 残高
貴クラブの益々のご発展と会員金沢北ＲＣ会長 米沢修一・幹事 木村功一

一同様のご健勝・ご活躍を祈念して。 北ＲＣの米沢会長、木村幹事をお坂口会長

迎えして。 北ロータリークラブ 米沢会長、木村幹事をお迎えしてをお前田幹事

迎えして。 金沢北クラブから米沢会長、木村幹事をお迎えしました。石丸会員

、 。 、 。又 本年もよろしくお願い致します 米沢さん 木村さんをお迎えして齋木会員

北クラブの米沢会長、木村幹事様、ようこそおいでくださいました。 以前、卓話を水野会員 宮永会員

していただいた東洋医学の劉先生が本を出されました 「食養生の知恵」 一冊１２００円です。ご興味の。

ある方、是非どうぞ。

会長の方針 委員長の挨拶講話の時間

出来るだけ出席して、誠実に前年度方針の継承のです。会長

の世界土田初子社会奉仕委員長 7/12
0247 3社会奉仕委員長会議の報告 会報 号（

～ ページ）書き損じ葉書は是非もって来4
て下さい。
石丸幹夫増強委員長
新会員募集の為のパンフレットを制作し

ました。ポケットに常時入れて、チャンス
を作って下さい。ロータリー入会のメリッ

① 職業倫理の確立で社会人として国内外で信用される。トをかいてみました
② 国内はもとより、世界に気軽に話しあえる友人が出来る。③ いろんな職業の人と毎週つきあう

機会がある。④ 人脈は急に無限にひろがる。仕事にもプラスになる。⑤ 人とのつきあいや話術が

上手になる。 ⑥ 年寄りや若者とのつきあいも上手になる。⑦ 苦手の人間がなくなる。⑧ 人間

のスケールが大きくなる。⑨ 多忙人間に人生を省みる機会をあたえる。⑩ 奉仕の尊さをしる。⑪ 家族子弟にも新しい友人

ができる。⑫ 国際的友人も増え、世界的視野をもった人間になる。⑬ 健康財産管理などに損得をはなれた友人をもてる。⑭

等です。もっと付け足して下さい。年をとっても、人生は充実している。

いろんなクラブの催し物にはなるべく参加し、クラブを活性化したい。西村邦雄クラブ奉仕委員長

5Fホテル日航
通算 回248

24/40 60%出席

82.5%5 月修正出席率

（木）2003.7.17
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５年目ですが、メイクアウイッシュとチャイルドラインの援助を北山吉明先生のコン村田祐一新世代委員長
サート収益などで寄付を行っていました。これら援助は続けたい。又サッカー少年との空き缶拾いなどの環境浄化
の運動も場所を新しく探したい。これをサッカー大会のパンフレットにも載せたい。
北山吉明職業奉仕委員長
１．最新の医療を知る機会として、平成１５年９月に完成する金沢医科大学新病院を見学します。

山下会員のご案内を願います。 平成１５年９月１４日（日曜日）実施予定。
２．医療フォーラム「医師と患者のより良き信頼関係をめざして」

医師、歯科医の会員の協力を得て、上記フォーラムを開催します。医療に対
する疑問や要求、希望を話し合ってみます。

３ 「私の仕事」 会員の職業を徹底的に紹介します。会員の仕．
事に対する情熱や誇りを熱く語ってもらい、映像をとおしてその
働く姿を紹介します。

。 。以上３つを計画しています 皆様のご協力をお願いいたします
卓上の予定表作成 ＢＧＭ 等思竹田敬一郎例会委員長

いついた事はすぐ行動にうつしたい。そして例会に新鮮さ
を。

新会員の歓迎会を早くしたい。 ９月には 韓国語勉強会金沂秀友好委員長
をスタートしたい。

（新世代委員）諸江明祐会員
久しぶりです。 北欧の為替相場はただい「世界の経済情勢 について」

まユーロー 円 です。大分下落しています。これはイラクオイルが止ま132.58
ってもドイツやフランスにはオイル備蓄があると言うことでユーローが高値
でいましたが、オイルが送られて来ますと、下落し始めました。その内 円まで下がるで125
しょう。ドイツは来月よりデフレに入ります。日本はデフレ打開中で マクドナルドも値上
げを始めましたが、良く売れています。オニギリも 円から 円に値上げしました。質70 120
の良いのが売れています。国民は金はありますので、いい物なら売れる訳です。欧州でも土
日営業をするようになってきました。しかも午後６時までするようになってきました。東欧
の人件費も上がって来ています。

点鐘
土田社会奉仕委員長より

第三回 『１００歳バンザイ』
前年度より引き続き『１００歳バンザイ』のボランテイア活動を

歌手の三輪一夫さんといっしょに、行いました。
平成１５年７月９日（水） 午後２時３０分

から馬場福祉会デイサ－ビスセンター東山苑でした。
＊１０２歳誕生者は 長田 政子さん

２００４年のロータリー国際大会 大阪 京都について
”京都デー （ホスト チケット行事)2004.5.22（土）9:00~20:00 ”

場所－平安神宮、京都
開会式 （日） ～ 大阪ドームにて2004.5.23 16:00 18:00

大会委員長による歓迎のあいさつ 開会宣言とお祈り 副会長によるプログラムの採択 ロータリー旗と世界国旗
の掲揚 主催国国家斉唱 会長国国家斉唱 政府または高位の人より歓迎のあいさつ 元 会長紹介 会長RI RI RI
紹介 会長による歓迎の挨拶 催事 となっています。韓国南光州 京都北東 東京世田谷中央 の人RI RC RC RC

歓迎交流のために金沢百万石 からたちが大挙参加されると思います。 RC
多数ご出席下さい。 （土）京都で宿泊し夜の交流はどうでしょうか？5/22

会 員 消 息

銀の篠笛 ３年かけて制作
金工作家の前田宏智さんが珍しい銀の篠笛を
制作した。銀の新たな可能性を探りたいと横
笛奏者藤舎真衣さん（斎木妙子会員令嬢）監
修で３年がかりで完成させた。８月４日おこ
なわれる宇多須神社の夏祭りで披露される。

（北国新聞 朝刊より）H15.7.20

例会予定
仏教建築家 吉井清氏 木7/24 （

定例理事会村幸生会員紹介
ガバナー公式訪問日7/31

江守歯科医院8/7
卓話： 年度 国際親善奨学生02-03

¥1,500市川佳子さん
旧盆のため休会8/14
北山吉明会員8/21

赤尾嘉樹さん8/29 みちくさの会代表

子供を取り巻く環境３
山腰茂樹石川県立音楽堂館長9/4

定例理事会9/11 金会員


