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「岩城宏之名誉会員が芸術院会員に」 お祝い申し上げます

2003.12.11 5F１２月定例理事会議事録 ホテル日航

１．開会宣言
２．理事・役員名 坂口 二木 炭谷 前田 魏 野城 西村 北山 村田 石丸 吉田 谷 金 事務局
３．議事録作成者 指名
４．前回議事録の承認
５．幹事報告、審議協議、各委員会報告 依頼 確認事項
１）次年度理事・役員・委員（案）の承認 別紙の通り承認
２）年忘れ例会について （ 於 ﾎﾃﾙ日航金沢 鶴の間）プログラムは、ﾋﾞﾝｺﾞゲームとオークションにしぼ12/18 :
り、会員同士の親睦を深めるための時間を残したい。役割分担は、委員長が個々にお願いする。
３）その他 ○地区顕彰制度・・・チャイルドラインを推薦する。 ○北山会員のチャリテｲコンサートの使途
（ 円） チャイルドラインとメイクアウｲッシュへ各５万 残額５万６千円は、寄附金のためにプールして156,000

。 、 、 、おく ○ワルシャワカルテットコンサート協賛の件 百万石ＲＣが 協賛予定していたが ﾜﾙｼｬﾜの都合により
今回はキャンセルされた。 ○１月の理事会において、補正予算をする。今期、当初予算に比較して、かなりの変
更がありすでに予備費も消化していることから、決算ではかなりの予算超過が予想される為。
★次回理事会の開催 平成１６年１月１５日（木）

（ ）次年度の役員と委員会委員名） 委員長 副委員長
炭谷亮一 二木秀樹 江守巧 岩倉舟伊智会長 会長ｴﾚｸﾄ 副会長
魏賢任 野城勲 水野陽子 池田裕之 （監査）吉田昭生 坂口國男幹事 副幹事 会計 直前会長

前田宏智直前幹事
吉田光穂ｸﾗﾌﾞ奉仕委員会 木村幸生

例会委員会 ＳＡＡ（会場監督） 増強拡大委員会高嶋由治 江守道子 吉田光穂 村谷實土田初子 金沂秀
石丸幹夫 吉田昭生 池田裕之 木村幸生山下公一 木場紀子 宮永満祐美修練選考委員会 企画委員会

村田祐一 大沼俊昭山崎正美 後出博敏 野城勲 水野陽子 石丸幹夫 市島明子会報委員会 広報委員会
谷伊津子 齋木妙子 金沂秀 東山卓嗣ＲＣ情報委員会 親睦委員委員会 友好委員会三浦雅博 北他紀子

金沂秀谷伊津子
西村邦雄職業奉仕委員会 村田祐一

前田宏智 齋木妙子社会奉仕委委員会 （新） 地域発展委員会北山吉明 石丸幹夫
木村陽子 岩倉舟伊智 江守巧 宮本玲子 大友泰宏国際奉仕委員会 ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会竹田敬一郎 土田初子

東海林也令子 諸江明祐米山財団委員会 大沼俊昭
大平政樹新世代委委員会 西村邦雄
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金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku
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炭谷亮一 吉田昭生 二木秀樹 前田宏智会長： 会長ｲﾚｸﾄ： 直前会長： 副会長： 幹事：坂口國男
池田裕之 谷伊津子副幹事： 会計： 監査：魏賢任 野城勲 後出博敏 SAA：

西村邦雄 土田初子理事： 北山吉明クラブ奉仕委員長： 職業奉仕委員長： 社会奉仕委員長：
二木秀樹 村田祐一 石丸幹夫 三浦雅博国際奉仕委員長： 新世代委員長： 会報広報： 情報．RC
石丸幹夫 木場紀子増強拡大委員長 修練選考

大平政樹 金沂秀 岩倉舟伊智 相川晶代企画委員長 親睦委員長 友好委員長 事務局

事務局執務時間 月火水金 ： ～ ： 木 ： ～ ： 休憩時間 ： ～ ： 休日 土日祝日10 00 16 00 15 00 20 30 12 00 13 00
～ 事務局は年末年始の休みです。12/27 1/4

5F 920-0853 2-15-1 T076-234-1111 19 00例会場 ホテル日航金沢 〒 金沢市本町 例会日時 木曜日 ：
1 412 920-0852 3-5 T262-2211 F262-2241事務室 ライブ かなざわ 号(前田） 〒 金沢市此花町
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野城勲会員点鐘
我等の生業 たき火SONG

野城勲会員四つのしるべ

会長挨拶
寒さもきびし
くなり、皆様
も体に気を付
けて年を越してください。本日の卓

なし 話は吉田光穂会員のピアノの話しでメーキャップ
す。よろしくお願い致します。食 事

¥16,000 ¥346,235 ¥3,552,692ニコニコＢＯＸ 本年度合計 残高
。 、坂口会長 石丸会員吉田光穂会員の卓話を楽しみにします ロータリーに入り２５年の皆出席

病気もせずお陰様で過しました。 吉田会員の卓話を楽しみにしています。江守巧・道子会員

食べ過ぎ、飲み過ぎ、それに風邪に気を付けましょう。大沼会員

委員会報告
年忘れ例会のオークションの品には説明を用紙に記載して下さい。金沂秀親睦委員長

いつもながら、いい人がおられましたら是非、新会員の勧誘をお願いします。石丸幹夫増強委員長
私の職業奉仕の説明（会員消息欄参照）諸江明祐会員

吉田光穂会員講話の時間 「ピアノの話」
ピアノができてから 年たちます。私達のピアノ技術者協会には会員が 人が300 3000

おり、無資格者を入れると 人がこの仕事に従事しています。私は昭和 年に金5000 42
沢に来ましたがその前は富山県に３ヶ月いました。当時の金沢の観光会館のピアノに
は苦労しました。修理に１年間かかりました。現在はスタインウエイのピアノがおお
いのですが、この本社は米国です。ただこのピアノは米国の他、ドイツ製もあり、そ
れぞれ特徴があります。素晴らしいがやや未完成感のあるアメリカ製、完成されたド
イツ製です。石川県には公には カ所に設置されています。個人所有では新品は４５13
台ほどです。所有者は事業主、医師（なぜか歯科医師が多い）などです。野々市や羽
咋の文化会館はベージョンドルファのピアノです。演奏に際しては にも多くかかOEK
わりました。グランドピアノは重くて（スタインウェイ ヤマハ ）調律師520Kg 500Kg
は皆腰を痛めます。いい音を出すにはやは
りと多目的ホールでは駄目で、やはり専用

ホールがいいです。保管には湿度と温度の条件が大変で石川県ではピア
ノ専用の格納庫まで作ってあります。演奏でお客が入ると、暖房で、音
は２ さがります。ですからテスト調律はホールを暖房してやって見Hz
なければなりません。１秒間にだせれる音の数はタテ型はグランドピア
ノに比べて です。ツェルニ－ 番を卒業したら、グランドピアノ1/3 30
で練習すべきででしょう。弦の張力の和は トンにもなるのですから、ピアノにかかる負担は大変です。年１回16
は調律すべきでしょう。弦は 本 １音に 本が張られ、その一本の張力を変え、うなりを入れることで音が柔250 3
らかくなります。音の高さの基準は演奏者の好みでことなり、ＡがＯＥＫで４４２ピッチ、ウインフイルハーモニ
ーで４４４ピッチです。印象的なピアニストはダンタイソン、グルバー、内田ミツコの諸氏です。人柄も演奏スタ
イルも素晴らしかったと思います。

点鐘

会 員 消 息

フォルクスワーゲン諸江明祐会員 *
が主催する クVWRacingCup NewBeetle
ラスで 年の年間シリーズチャンピ2003
オンをいただく事になりました。
皆様にはよくなじみの深い「金沢ふら*

っとバス」を今年は 台ちかく納車で20
きました。全国各地で元気に走っていま
す。つくば市（茨城 、新湊市（富山 、小平市（東京 、金沢（石川 、横浜市（神奈川) その他商業用車等も納車） ） ） ） *
しています。 年にも数多くの地方自治体よりオファーが来ていて毎日忙しく走り回っています。2004

12/28 17:30open 18:00Dinner北山吉明会員 年忘れディナーショー 「あなたに捧げるラヴ・バラード」 （日）
シノアぶどうの木にて 出演ヴォーカル 北山吉明 加藤ヒロユキ シンセサイザー清水目千加子19:30Concert

その他予定 例会
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「日本の財政と社会保障」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「ダライラマにお会いして」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266
25/41 60.98%出席

81.71%11 月修正出席率

12.112003.


