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9/7 11:00~13:30金沢医科大学病院新館見学会
職業奉仕委員会 職場見学会（委員長 北山吉明）

最上階（ ）から13F
見る日本海の素晴ら
しい眺め

山下公一会員（医科大副理事長）の案内で、素晴らし新館をゆ
っくり見学しました。その後、近くのレストランルビーナで楽し
い昼食会をしました。
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その他予定 例会
テーブルコーディネーター9/11 水島栄美子

定例理事会
江守道子 「最新の歯科医療～ミシガ9/18

韓国語ン大 学研修を終えて」
韓国語9/25 子供シリーズ候補日

西茶屋街 美音 百万石勉強会9/27 19:00
北ロータリー３０周年 休会10/2

定例理事会10/9 諸江会員
矢島久美㈱エイム教育ディレクター10/16

韓国語

韓国語10/23 子供シリーズ候補日
５週のため休会10/30

ようこそロータリーへ
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気功体操
指導 谷伊津子ＳＡＡ
点鐘
ＳＯＮＧ
手にてつないで 赤とんぼ
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1.

。の向上に努めよう 地域社会に奉仕し、クラブの存在価値を高めよう1.
特別ゲスト 石川県立音楽堂 館長 山腰 茂樹 様ゲスト

金沢みなと 中崎 行雄 様メーキャップ
卓話の山腰様、ようこそいらっしゃいました。よろしくお願会長挨拶

いいたします。新入会の吉田光穂さま、皆出席５年の谷伊津子さまおめで
。 。とうございます またメイクアップの中崎さま よくいらっしゃいました

調律師 吉田 光穂 様新会員へバッジ贈呈
５カ年 谷 伊津子 会員皆出席顕彰

北山吉明職業奉仕委員長委員会報告
金沢医科大学見学会です。
９月７日 で 場所は 金沢医科大学新館 新館玄10:50
関まえ 駐車場は新館右横 多くの出席をお願いします。

ニコニコボックス
¥13,000 ¥240,000 ¥3,453,429本年度合計 残高

水野陽子さん、伝統工芸展入選そして日金沢北ＲＣ 魚住為楽様

本工芸会正会員認定おめでとうございます。

山腰茂樹氏をお迎えして。新会員吉田光穂氏、皆出席坂口会長

谷伊津子会員へ。 卓話に山腰様をお迎えして。吉田石丸会員

光穂様、ご入会嬉しく思います。 山腰館長をお迎えし齋木会員

。 。 。て いつも御世話になっております お話楽しみに致しております

音楽堂館長 山腰様をお迎えして。いつも御世話木村陽子会員

になっております。 韓国語講座開講、宜しくお願い村田会員

します。 日本伝統工芸作家 前田 宏智、市島桜吉田会員

魚、水野陽子様、入選おめでとうございます。卓話石川県立音

楽堂館長 山腰茂樹さん、ようこそ。

「オーケストラアンサンブル金沢と音楽堂」講話の時間
山腰茂樹石川県立音楽堂館長

私は能美郡大杉村出身で もともと浄土真宗の信仰の厚いところです。
このクラブでは東海林也令子さんが高校の後輩であり、六以満さん、勘菊さんなど
知り合いの方もいらっしゃいます。金沢大学を卒業しましたが、当時すきだったモ
ダンミュージクから次第にクラシック音楽が好きになってきました。石川県の音楽
教育の指導者としては明治 年から林繁氏と行山寿賀子氏がいましたが、林氏は明18
治 年に死亡しましたので、行山寿賀子氏の双肩にかかっていたといえます。この20
事は「カデンツァと」いうオーケストラアンサンブル金沢の金沢情報誌の中のいし
かわの音楽史道草のなかでのべています。 昭和 年に （オーケストラアンサ63 OEK
ンブル金沢）が誕生しました。その後音楽堂の場所設定には大変でした。知事さん
が中西さん、谷本さんとも他県人でしたので発想が固定せず大胆でした。結局いま
の駅前となり、邦楽堂も一緒にして、石川県のみならず、関西、北陸全体を視野に
いれています。 のフランチャイズホールでもあり、この事は日本でも唯一でOEK
あり、 交響楽団でも実現していません。練習場所と演奏場所が同一場所というNHK
ことはオーケストラにとって最高の力を発揮しうると言うことです。いまではこの

音楽堂は日本一だと思っています。サイモンラトルという世界一の指揮者も絶賛していますし、又演奏したいとも
いっています。世界一級とおもいます。作曲を委嘱し、発表をつづける、現代音楽をなるべくとりいれるなどの特
徴があります。来年 ～ 月はヨーロッパ演奏をします。ウイーンのムジークフェライン（楽友協会ホール）にも4 5
招聘されています。今後素囃子や能との共演の予定もあります。ＯＥＫは４０人編成で規模は小さいですが、その
音色はすばらしく音楽技術は日本一です。音楽堂でこれかも世界一流の指揮者やオーケストラも演奏される事でし

点鐘ょう。よろしくお願いいたします。

通算 回254
23/41 53.9%出席

74%7 月修正出席率

（木）2003.9.4

５カ年皆出席の谷伊津子会員


