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後援：金沢百万石ＲＣ・北国新聞社・北陸放送・開進堂楽器北山吉明 テノールリサイタル
（収益はこどもの2003 12 3 PM7:00 6F年 月 日（水) 開演で金沢アートホール（ポルテ金沢 )にておこなわれました。

為の に寄付します）NPO
なお北山会員はリサイタルチケット１００枚（１枚／１５００円）分を金沢百万石ロータリークラブの奉仕の基

金として寄附されました。その内訳は 会員買い上げ ７９枚で １１８，５００円 残数２１枚北山会員買い上
げで ３１，５００円 コンサート会場で寄附金 ６，０００円 となりました。有り難１５６，０００円
うございました。 会場は満員の聴衆でうまり、独唱も演奏もすばらしく、楽しい時間を過ごす事ができました。

プログラム
2●ボンキエルリ：歌劇 ジョコンダ 空と海 第「 」 （

幕） ●プッチーニ：歌劇「マノンレスコー」何とす
（ ） 「 」ばらしい美人 第 幕 ヴェルディ：歌劇 アイーダ1

清きアイーダ（第 幕） ●ジョルダーノ：歌劇「フ1
エドーラ」愛さずにはいられぬこの思い（第 幕）2
●プッチーニ：歌劇「西部の娘」やがてくる自由の日
（第 幕）3
◇ヴァイオリン独奏：原田智子（ゲスト）
○クライスラー：序奏とアレグロ
○ピ ア ソ ラ：リベルタンゴ
●ガルデル：想いの帰る日 ●ラカルレ：アマボ
ーラ ●クルティス：君を求めて（泣かないお

前） ●レオンカバルロ：朝の歌 ●フアルポ：彼女に告げてよ

会 員 消 息
谷伊津子会員から気功体験、健康法を学ぶ

谷伊津子ミュージック・気功スタジオの 歌と気功と薬膳でちょっといい夜いいからだ 本「 」（
社後援）は七日、金沢市の金沢ニューグランドホテルで開かれ、

、来場者約百人が気功の効果を体験したり
加賀野菜を使った薬膳料理を楽しんだ。
気功を取り人れた呼吸法や姿勢が同ミユ
ージックク代表の谷さんのオリジナル曲
などに合わせて披露された。同ミュージ

、ックの生徒十九人がジャズやシャンソン
歌謡曲を熱唱し、会を盛り上げた （北国．
新聞より）
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手にて点鐘 SONG
つないで たき火

手を貸四つのしるべ 1.
そう。
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1.
社会に奉仕し、クラブの存

。在価値を高めよう
。 、会長挨拶 昨日の北山吉明会員のリサイタルは盛況でした 入場券はクラブで７９枚

北山吉明会員が２１枚をさばき、１００枚分が当クラブの奉仕基金として、いただき
ました。１５万円です。これに当日６０００円のご寄付があり、合計を恒例の子ども
達の為の（メイクアウイッシュとチャイルドライン石川）への寄付金とします。

金沢北ＲＣ 中田 秀雄 様メーキャップ
５日生まれ 飯野名誉会員 ６日〃 村谷 實 会員今月の誕生祝い

２５カ年（１１皆出席顕彰
月で） 石丸幹夫会員（賞状、
金一封）
５カ年（１１月で）金沂秀会員
（賞状、ルビー入りバッチ）

５カ年（９月に顕彰済）谷伊津
子会員（ルビーいりバッチ）

※今回から、新たに皆出席の顕彰制度が、変わりました。金沢北ＲＣの顕彰に習い、

理事会で次のように決まりました。１～３カ年 全員バッジ ５カ年…ルビー入りバッチ カ年…10
ダイヤ入りバッチ １５カ年…サファイヤ入りバッチ ２０カ年…２万円 カ年…１万円 以25
降は、未定

チャリティコンサートのお金はメイクアウイッシュとチャイルドライン石川北山吉明会員
への寄付金とします。又 会場にて当日６０００円のご寄付がありましたのでこれも加えて
起きます。
食 事

本年度合計 残高ニコニコＢＯＸ ¥13,000 ¥330,235
昨日は北山先生の¥3,536,692 石丸会員

すばらしいコンサート、超満員で盛況でした。ありがとうございました。２５年皆出席とは、

ふしぎです。 北山先生、先日はおつかれ様でした。木村陽子会員 今年もあと一大沼会員

北山会ヶ月たらずになりました。私はとても忙しい一年でしたが、皆様はいかがでしたか？

昨日のコンサートは皆様の暖かい心で支えられて終えることができました 「いいコンサー員 。

トでした」という声で疲れもとびました。ありがとうございました。 石丸会員２５竹田会員

年皆勤、金会員５年皆勤おめでとうございます。そして、大変御世話様です。 ・北山先魏会員

生、コンサートおめでとうございます。 ・皆さん、こんばんは。一年は早いものですね！後

一ヶ月で申年を迎えることになります。 ・おかげさまで一年半の取り組みを経て、中国料理業界で日本初のＩＳＯ９００１・

２０００版を取得認証をさせていただきました。これからも、どうを宜しく！

（役員と委員会の名簿は次号に掲載 ）講話の時間 年次総会 次年度の理事・役員の選出
司会 魏賢任副幹事

本年の前半６ヶ月の委員会活動など振り返り、次年度の準備の参考にしました。

委員会をまとめ監督を ゲストの案内、ＢＧＭ 卓上の予定表など、 季節西村クラブ奉仕委員長 竹田例会委員長 谷ＳＡＡ

の歌を入れて、いい雰囲気で出席向上を

会員１人で１名増強を、石丸増強委員長

ロータリーとして金沢市の地域発展の意見

を、 韓国訪問の為の韓国語金親睦委員長

勉強会を 又百万石の勉強見学体験会を

市民と医師で医療への北山職業奉仕委員

提言の会を 二 韓国南木国際奉仕委員長

光州 から８名の青年を向けた。来年のRC
国際大会もある。 大宮永企画副委員長

沼 財団委員長 市島米山委員長 吉田社R
百年で 歳の方の慰問を旗奉仕委員 RI 100

北 大徳校の少年との空山吉明新世代委員

点鐘き缶拾い などの報告があった。

その他予定 例会
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」

吉田昭生会員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

5Fホテル日航

通算 回265
23/41 56.1%出席

81.1%10 月修正出席率

12.42003.


