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国際ロータリー２００４年国際大会（関西）にご出席を
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 ）。
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

他ＲＣの例会変更の案内が届きましたので、お知らせします。
（ ） （ ） （ ） （ ）河北南ＲＣ 月 休会 文化の日 月 休会 勤労感謝の日振替休日11/3 24
（ ） （ ） 「 」野々市ＲＣ 水 ＩＭの振替にて休会 日 水 秋を楽しむ会 石亭11/5 12 18:30

11/25 12:30 2F松任ＲＣ （火）移動例会「大根寿司づくり教室」 プラスあさがお

調理室 松任市中町５０番地

パスト地区幹事の が に午前２時に急訃 報 黄木茂氏（小松 ）RC 10/29
逝されました。氏には百万石クラブ創立時の地区幹事として、当時の仲谷
純三ガバナーと共に、大変、お世話をいただきました。５周年例会にも元
気で出席されていたのに残念です。謹んでご冥福をお祈り致します。

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
（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）のメンバーが賛助2003.1030 19:00

東海林也令子会員より出演しました。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（
木村洋子会員（杵屋六以満、望月太満）が北国文化賞芸能賞を受賞
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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５周年例会に元気な姿の黄木氏（中央）

北国文化賞芸能賞

の木村陽子会員品市島桜魚会員の作
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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ＳＯＮＧ
旅愁

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1.

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

、 。会長挨拶 本日の会員の出席は少ないのですが メイキャップの方が多く来られました
有難うございます。

卓話者 ㈱ エイム教育デイレクター 矢島 久美様特別ゲスト
大阪西南ＲＣ 森下美恵子様 髙澤冨士子様 西尾智子様 河村 美メーキャップ

恵子様
金沢西ＲＣ 川口征弘様
代理 （日）はロータリー都市連合会（ＩＭ）で幹事会報告 谷伊津子ＳＡＡ 10/26

す。金沢都ホテル にて 受付、 点鐘です。そして７ で懇親会があります。2F 12:40 13:30 F
クラブからは 名が出席予定です。16

ニコニコボックス
¥8,000 ¥288,735 ¥3,495,192本年度合計 残高

矢島 久美様の卓話を楽しみにしています。 杵屋六以坂口会長 齋木会員

満先生、おめでとうございます。大阪西南ＲＣよりようこそメーキャップにお

いでくださいました。 久しぶりに車で来ました。大分、外も寒く石丸会員

なりました。皆様、お元気で。 早くも冬の印象があります。江守巧会員

寒くなりました。もう冬型の気候です。今山下会員

夜は所用があって失礼しました。

講話の時間
「フリーターの活性化」～ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞのｽﾀｯﾌ教育の実際

矢島久美様 ㈱エイム教育ディレクター
宮永満祐美会員紹介 矢島さんはＯＬからエアロビクスのインス

トラクター、研修ヂレクターになり、ご活躍中です。明るくて元気な
楽しいお話をしていただけると思います。

普段は若い人たちの相手をしています
が、本日は緊張しています。フリーターの戦
力かと最近のスポーツクラブの事情について
お話いたします。エアロビクスのインストラ
クターの仕事は可成りハードで３本のレッス
ンでふらふらになります。あｔフロントと社員教育を６年やり、結婚し退職しましたが、
支配人からの要請でまた仕事にもどりました。ここ 年でお客さんは大変かわり、平均３15
０しあから４０歳になりました。しかも午前中は５０～６０歳代のかたが多く 「入会の理、
由の一番はやせたい、健康になりたい、医者がすすめた」です。スタッフは１００名いま

、 、 。 、 、 。すが 社員は３０名で アルバイトが７０名です 学生 主婦 フリーターさまざまです
。 、フリーターは時間帯的には大変戦力になります フリーターには夢を持っている人が多く

何か視覚を目指している人も可成りいます。しかしクラブで自分の客が出来ると、笑顔や
、 、 。挨拶など が良くなり 社員になることを希望する人もいます

社員の採用試験は可成りきびしく、簡単にいきませんが、落ち
ても残ってアルバイトをしている人もいます。現在悩みは客が
高年かし、スタッフは若年化していますので 「はなしが出来、

点鐘ない」と言うことです。

例会後
20 21:20～
韓国語講座

宋有宰先生

ホテル日航 Ｆ3
通算 回259

18/41 43.9%出席

79.72%9 月修正出席率

2003.10.16

その他予定 例会
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
韓国語

韓国語12/4

大阪西南ＲＣ 森下
、美恵子様２日間の旅

美しい金沢にまいり
ました。森下仁丹の
会長をしています。

向かって左から大阪西南ＲＣの 河村、西
尾、高沢の各氏、


