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（日）に事務所の引っ越しをしました。2/29
市内ＲＣ例会変更

３月２４日（水） 休会金沢ＲＣ

３月１２日(金）休 会金沢西ＲＣ

16 00金沢南ＲＣ３月２日（火） ：

～ホテル日航「 周年記念例会」35
３月 日(火)休会9

３月１５日（月）休 会香林坊ＲＣ

３月１６日（火）金沢みなとＲＣ

白山比咩神社参拝例会 ３月12:20
３０日（火）休会

３月２２日（日） 河河北南ＲＣ

北・河北南合同ゴルフ大会 １３：

３０スタート ３月 ２１日（月）

２２日（日）に振替

次期地区チームリーダー研修会
東京第一ホテル魚津にて2004 .3/7

金沢百万石クラ
ブからは次期地区
友情交歓委員長と
して 石丸幹夫会
員が出席しまし
た。なお午前中は
次期ガバナー補佐

研修会もあり次期ガバナー補佐は石川第一分
区Ａは吉村宣利氏（金沢 、 は藤田清氏RC B）
（松任石川）です （写真は近藤俊行次期ガバナー）なお は次期会長・幹事研修会（ＰＥＴＳ）が行われる。。 3/14

会員消息
が 午後４時から石川ＯＥＫと素囃子共演 3/7

県立音楽堂にておこなわれました。
オーケストラ・アンサンブル金沢と杵屋喜

澄さん 杵屋六以満さん（木村陽子会員）ら
の素囃子 藤舎真衣さん（斎木妙子会員令嬢
ら）の横笛の共演で、格調高く和洋のひびき
が演じられました。

碧い大気
青い海 蒼い大地 Kanazawa Million Weekly Bulletin No. 0275 3.11 2004

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku

・

その他予定 例会
土肥敬氏 日下ちさ子氏 チェロとピアノミﾆｺﾝｻｰﾄ3/11

韓国語休み理事会
韓国語休み3/18 9:00本音で語る医療 職業奉仕Q&A （～ ）

韓国語3/25 鈴木茂 日銀支店長 『最近の金融経済の動向』
韓国語4/1 高木真理子様 子ども夢フォーラム代表

韓国語休み4/8 鈴木薫氏 北陸総合通信局長 理事会
韓国語休み4/15 ウィーンリンク シューベルト氏らRC

韓国語4/22 金 沂秀会員
韓国語休み4/29 休会

季節はずれ ３月３日の桃の節句 ひな祭りも の積雪20cm

。
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点鐘
手にてつないで ひなまつり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1.

に努めよう。
地域社会に奉仕し、クラブの1.

。存在価値を高めよう
ビジターの方をご紹介します。皆出席の斎木妙子会員、米山功労賞の江守道子会長挨拶

会員と江守巧会員有難うございました。
堂田 恵美子様 フリーアナウンサー特別ゲスト

金沢東ＲＣ 松木浩一様ビジター
６日江守巧会員 ２０日竹今月の誕生者

田 敬一郎会員 ２６日 山崎正美会員
２７日 大沼俊昭会員 ３１日 野城
勲会員

１カ年 齋木妙子会員皆出席表彰

抜粋のつづりをいただきました。読んで下さい。谷伊津子ＳＡＡ

¥4,000 ¥581,235 ¥4,062,243ニコニコＢＯＸ 本年度合計 残高
今日も雪が降りました。 ３月２８日（日）に恒例の「空坂口会長 村田会員

き缶拾い」を行います。午前７時半から１１時頃までを予定しています。皆様

の多数の参加をお願い致します。 車９台程必

要です。

新世代委員会より
に恒例の空き缶3/29

ひろいをしますので、
多数ご参加下さい。

名の子供が参加しま35
す。

村田祐一委員長

企画委員会より
土肥敬氏 日下ちさ子氏 チェロとピアノ

、ミﾆｺﾝｻｰﾄが次の の例会にありますが3/11
会員外は 円です。多数声をかけて下2000
さい。
宮永満祐美企画副委員長

堂田 恵美子様 フリーアナウンサー講話の時間 「現代の結婚式事情」
紹介者吉田昭生会員 ふとした事からお知り合いになりました。結婚式の司

会者を養成なさっています。私と同業のお寺さんの奥様です。

この道一筋は美徳でしょうか？２８年間４０００回の結婚式を司会してま
いりました。最初はキャンドルサービスはお金持ちの式でした。 ２～３
年前、プライダルプランナーという映画がありましたが、人気がありまし
た。しかし、プランナーにお願いしますとお金がかかりますので、現在は

。 、 、自分でプランナ－をやる傾向があります 常識であった白いテーブルクロスが紺 ピンク
黄色に変化して来ています。濃紺のクロスに白い花、レモンリーフの名札等です。現在、
進行表のない式もあります。いきなりキャンドルサービスがあったり、新郎挨拶でスター
トする事もあります。媒酌人のいない式も増えています。結婚の動機は最近では、インタ
ーネット出会い系サイトも増えて来ています。金沢市では約１５％です。ある本による風

俗女性を普通の女性と区別せず結婚を申し込む男性も多いとの事です。援助交際にもある程度愛情が入り込み、警
察も困るそうです。 もてあそばれたり、捨てられたりするのは、むしろ男性が多いとのことです。所謂、出来ち
ゃった結婚も金沢では３０～４０％と言われます。また 人に１人は離婚しています。適齢期も変化し、結婚し3.6
たくなった年がそれです。セレモニーも大変変化しています。ケーキのナイフ入れも新婦が新郎に手を添えるので
はなく、２本のナイフで別々に切ります。 変わったのでは新郎新婦の生まれた時の体重のお米をもって感無量の

点鐘両親もおります。入場のテーマ音楽もかわりましたし、お色直しの服の色クイズがあったりします。

米山奨学会より感
（ ）謝状 ケース付き

の授与
第７回（７０万）
江守道子会員

第４回（４３万）
員江守巧会

（２回目功労クラブ
＝２００万達成）

１カ年皆出席齋木妙子会員

Happy birthday to you

5Fホテル日航

通算 回276
22/43 51.16%出席

82.93%1 月修正出席率

2004.3.4


