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国際ロータリー２００４年国際大会（関西）にご出席を
ＲＩ国際大会へ出席できるまたとない機会かと思います。是非、万障繰り合わせの上ご出席下さい。

本大会前の京都デーには、姉妹クラブとの懇親会も企画しております。
登録料の問題がありますので取り急ぎ出欠をとらせて頂きます （〆切 １１月末日 （１２月１５日までＲＩ国。 ）

） 、際事務局に申し込むと登録料が割安になります 別紙用紙にて申込みをされた方に登録用紙をお渡し致しますので
ご記入の上、登録料を添えて事務局まで提出下さい。
本大会 ５／２３（日）～２６日（水）
登録料 ロータリアンと配偶者…ＵＳ＄４００ （ 迄に申込みの場合）12/15

ロータリアン一名… ＵＳ＄３００ （ 迄に申込みの場合）12/15
※ﾛｰﾀﾘｰ・ﾚｰﾄ １＄＝１１６円 クラブ代表として出席して頂くので、クラブより一部補助致します。※ 詳細
はパンフレットをご覧下さい。

懇親会 ５／２２（土） 宿泊は同ホテルを数室おさえてあります。
場所 京都 宝ヶ池プリンスホテル ※各自現地集合
会費 ３万円程（ホテル宿泊と懇親会のみ）

※ 詳細が決まり次第、追ってご連絡致します。
●３パターンよりお選び下さい。

本大会・懇親会共に 本大会のみ 懇親会のみ
（本大会未登録でも可）

出 席 出 席 出 席
する・しない する・しない する・しない宿泊希望 宿泊希望 宿泊希望

ガバナエレクト事務所 １０月１日（水）開設されました。
939-0626 3960-1 TEL 0765-74-8550 FAX 0765-74-8555〒 富山県下新川郡入善町入善

執務時間 午前１０時から午後５時 （土日祝日は休み）E-mail info2004@rotary2610.jp

第 回 ピアノコンサート～ソロと室内楽の夕べ～会 員 消 息 31 PIANO CONCERT
にどうぞ （木） 開演 石川県文教会館ホール ＯＥＫ（オーケストラアンサンブル金沢）のメン2003.1030 19:00

東海林也令子会員よりバーが賛助出演します。主催：石川県ピアノ協会 共催： 財）石川県音楽文化振興事業団（

第 回日本伝統工芸展 （金）～ （日）石川県立美術館50 11/7 11/16
友禅訪問着「憩う」水野陽子 平文八角箱「宙の光」市島桜魚
四分一赤銅打出象嵌花器 前田宏智

漆皮盤「黎明」坂下直大
平文富士光平棗 大場松魚
砂張銅鑼 魚住為楽
友禅着物「新潮」二塚長生
の先生方の作品が出品され
ます。

碧い大気
青い海 蒼い大地
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指導 谷伊津子ＳＡＡ気功体操
点鐘

それでこそロータリー 赤とんぼＳＯＮＧ
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、自己の向上に努めよう 地域社会1. 1.

。に奉仕し、クラブの存在価値を高めよう

アナウンサー上坂典子様特別ゲスト
なしメーキャップ

今日は天候も不良です。講会長挨拶
。話の上坂典子様よくらっしゃいました

なし委員会報告

ニコニコボックス
¥9,000 ¥280,735 ¥3,487,192本年度合計 残高

上坂典子様の卓話を楽しみ坂口会長

にしています。 飯炭谷会長エレクト

野会員は９月に心臓のバイパス手術を

東受け、１０月に肺ガンの摘出手術を受け無事退院の運びとなりました めでたし、めでたしです。

１０月３０日、石川県ピアノ協会主催のピアノコンサート “ソロと室内楽の夕べ”を開催海林会員

します。机の上にチラシを置かせて頂きました。よろしければ、お出かけ下さい。 上坂典村田会員

子様 お話楽しみにしています。 めっきり寒くなりました。かぜなどひかぬよう気を付山下会員

けましよう。上坂さんのお話を楽しみにしています。

「言葉の力」～方言の魅力について～講話の時間

石川県小松市出身 フリーアナウンサー（元北陸放送㈱）上坂典子氏
7:30 12:00現在北陸放送のラジオ『角野達洋の今日もシャキット』月 火 ～

。 （ ）や えふえむエヌ・ワンなどで活躍中 紹介 木村幸生会員 北山吉明会員

。木村さんや北山先生に丁寧な紹介をいただき恐縮です
フレシュモーニングという番組で第３水曜日に木村

さんにお願いしてもらっています。私は宇都宮、松山といろいろかわりまし
たが、都会に出て、方言には気を付けていました。しかし、こちらの方言、

「 」 「 」 「 」転んで イテー とかいいえの ナーン がまた おかねをこわす＝くずす
などがあります。職場では上司からは方言を使うなと、言われていますが、
日常は方言がよくでます。インタビューでは言葉の使い分けが大切です。標
準語、方言うまく使わないと相手との会話がうまくいきません。金沢大学の
方言研究家の加藤先生と
放送で良くご一緒します
が、言葉の世界も２１世
紀は方言の世紀です。こ
れは生活の質を高めます
し、安らぎを与えます。
「 」シマシマにシマッシマ

を私達はシマの４乗 「写真のネガ ネンでネガ」をネガの３、
乗と読んでいます。Ｅ－ｍａｉｌには方言が多い様です。現
在、真の方言を話すお年寄りもどんどんいなくなっています
ので、保存は緊急課題です。さて案外、これまで標準語と思

。 、「 」われていた方言も可成りあります 例えば 校歌の２だいめ
「校下 確かにワープロにはない 「メモライ 「給料がアタ---- 」 」
ル 「クドイｰｰｰｰ苦しい 「ツルツル一杯 「テレビ画面がジャ」 」 」

点鐘ミジャミ 「鉛筆ケンケン」等などです。」

ホテル日航 Ｆ3
通算 回259

26/41 63.41%出席

79.72%9 月修正出席率

2003.10.16

その他予定 例会
矢島久美㈱エイム教育ディレクター10/23
「フリーターの活性化」

韓国語～ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞのｽﾀｯﾌ教育の実際～
５週のため休会10/30
カンボジアの地雷被害 飛鳥寛惠師11/6

韓国語

「トン先生の本音トーク」東山会員11/13
定例理事会

韓国語11/20 如来寺 坪倉かなうさん演奏
「日本をはなれてみたとき」11/27

米山奨学生バチュラチャリア ソバナさん

木村幸生会員


