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下記のとおり、例会を変更いたしますので、ご案内申し上げます。

（水） ～ 金沢全日空ホテル「年金沢ＲＣ 12/17 18:00
忘れ家会」

（水） 定款第４条第１節により休会12/24
（水）→ （水）金沢 新年合同例会1/7 1/7 8RC

（月） ～金沢スカイホテル「年忘れ金沢東ＲＣ 12/8 18:30
家族会」

（月） 定款第４条第１節により休会12/22
（月） 定款第４条第１節により休会12/29

（月）→ （水）金沢 新年合同例会1/5 1/7 8RC
（金） ～ 金沢都ホテル「年忘金沢西ＲＣ 12/19 18:00

れ家族会」

（金） 定款第４条第１節により休会12/25
（金）→ （水）金沢 新年合同例会1/9 1/7 8RC

（火） ～ ホテル日航金沢「年忘金沢南ＲＣ 12/16 18:30
れ家族会」

（火）→ （水）金沢 新年合同例会1/6 1/7 8RC
（ ） 「 」金沢北ＲＣ 12/18 18:30木 ～ 松魚亭 年忘れ家族会

（木） 定款第４条第１節により休会12/25
（木）→ （水）金沢 新年合同例会1/8 1/7 8RC
（ ） （ ）12/31 水 休会 定款５条第１節により
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（月） ～金沢東急ホテル「年忘れ家香林坊ＲＣ 12/22 18:30
族会」

（月） 定款第４条第１節により休会12/29
（月）→ （水）金沢 新年合同例会※1/5 1/7 8RC

（火） ～ 金沢全日空ホテル「年忘みなとＲＣ 12/16 18:00
れ家族会」

（火 ）→ （水）金沢 新年合同例会※1/6 1/7 8RC）

（木） ～ ホテル日航金沢「年忘れ百万石ＲＣ 12/18 19:00
例会」

（木） 定款第４条第１節により休会12/25
（木）→ （水）金沢 新年合同例会※1/8 1/7 8RC

※ 金沢８ＲＣ新年合同例会 （水） 金沢全日空ホテル1/7

12:30
（水）年次総会 ～例会場は通常通り野々市ＲＣ 12/3 12:30
（水）年忘れ家族会 ～金沢国際ホテル12/17 18:00
（水） 休会 （定款５条第１節により）12/31
（火）年末家族例会 ～ 例会場は通松任ＲＣ 12/9 18:30

常通り

（火） 休会 （法定休日）12/23
（火） 休会 定款第５条第１節により12/30

その他予定 例会
「日本をはなれてみたとき」11/27

韓国語米山奨学生バチュラチャリア ソバナさん
韓国語12/4 年次総会 次年度の理事・役員の選出

新会員 吉田光穂会員 「ピアノのはなし」12/11
ホテル日航金沢 ４Ｆ12/18 年忘れ例会

８ 新年合同例会 を振替 金沢全日空ホテル1/7 12:30（水） RC 1/8
竹田敬一郎会員1/15

韓国語1/22 金沢工大 鈴木良次教授 「ここまできた脳を見る窓」
韓国語1/29 クラブフォーラム 「半年を振り返って」
韓国語2/5 金沢工大 鹿田正昭教授「街が変われば地図も変わる」

会員2/12
韓国語2/19 金沢工大 藤島秀隆教授 「芋掘り藤五郎と金城霊沢」

小学校教諭 金森俊朗 先生（子供シリーズ）2/16

北山吉明
テノールリサイタル

年 月 日（水) 開演2003 12 3 PM7:00
金沢アートホール（ポルテ金沢 )6F
¥1,500

北山吉明 原田智子Tenor Viorin
中田佳珠Piano

後援：金沢百万石ロータリークラブ
・北国新聞社・北陸放送・開進堂楽
器 チケットは北山クリニック
（収益はこどもの為の に寄付NPO
します）
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吉田昭生如来寺点鐘
住職

ご挨拶 吉田昭生住職
今夜は坪倉かなうさんの

演奏がありますが、その前
（ ）に ソッタク

についてお話をします ソ。「
ッ」とは雉の雛が卵のから
を破り、新しい生命がうま

れるわけですが、卵の中の雛が声を出すことです。これを効いた親鳥がタイミング良くその卵
をつついてやります。これを「タク」といいます。なんでもこのソッタクがうまくいかないと
いけないわけです。バイオリンと弦 医者と患者等、この間にもソッタクが大切です。
お寺での法話のあと
オトギをたべると今
しがた聞いた法話を
わすれますが、忘れ
たら又おいでと声を
かけて下さるのが仏

様です。
（ ）ゲスト 坪倉かなうさん 辰巳丘高校

とお母様 村田順子夫人

坪倉かなうさん講話の時間
（辰巳丘高校生）

アンサンブル金沢の登竜門に合格し
協演をした将来有望な少女バイオリニ
スト

バイオリン独奏
バッハ無伴奏 ビバルディ四季冬より

点鐘

如来寺
通算 回263

20/41 48.78%出席

81.1%10 月修正出席率

202003.11.

笑顔が可愛いかなうさん

例会のあとの会食
お母さんとかなうさん

金沂秀会員
の点鐘

坂口國男会長とかなうさん


