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（日）に事務所の引っ越しをしました。2/29

は晴 魚津市の立山連峰は美しい3/14
2610地区クラブ会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ＝ClubPresident-electTraining

東京第一ホテル魚津 ホスト入善ロータリークラブSeminars）がおこなわれました。 2004.3.14
桝田パストガバナー
グレンEエステスSrRI会長はクラブ会長はRIの伝達、現会長と次期会長の
情報をしっかり、地区委員との連携を
2005.2.23に地区誌発行、大阪国際大会には国内から
３万人出席、3/16が締め切りと
松尾パストガバナー
NPO NGOのトップがロータリーであり、RI会長は国家
元首なみの待遇をうけます。こんな事は多くの会員が
いての事で、会員増強には手を抜いてはいけません。
熱湯の中に蛙をいれると跳びだして蛙の命は助かりま

すが、水に入れて除々に熱しますと飛び出すチャンスを逸し、死んでしまいます。ロータリー
も同様、少しずつの会員減少に油断してはなりません。命取りになります。

ロータリー財団の説明前山パストガバナー
（ ）、若林パストガバナー ロータリー奨学制度には①国際青少年交換事業 ロータリアン家族の高校生で地区対地区

② 財団国際親善奨学生、③米山記念奨学会 これは日本では民間最大の物である。日本の寄付は減少しつつありR
日本のロータリー会員減少は歯止めがかかりません。委員長に任せず。寄付と増強は会長自身が個北川ガバナー

人的にもお願いして下さい。
来年度には の加賀白山 吉田氏 菊地エレクトRC

もと を行います。、PETS
2610地区＜ｶﾞﾊﾞﾅｰ・ﾉﾐﾆｰ候補＞荒2006-2007年度

井公夫（あらい きみお）氏 高岡西RC
2004年3月6日、国際ロータリー第2610地区 地区ガ

バナー指名委員会（委員長 津田 達雄）は、地区ガ

バナー・ノミニー候補として荒井公夫君を国際ロータ

リー細則第13条の規定により選出しガバナーに報告さ

れましたので、13.020.5の細則により各クラブに公表

致します。 ガバナー 北川 晶夫

その他予定 例会
韓国語休み33/18 9:00本音で語る医療 職業奉仕Q&A （～ ）

韓国語3/25 金沂秀会員 『人生は白鳥の湖！？？』
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 下郷 稔氏
韓国語休み4/29 休会

韓国語5/6 祖泉 淳 ﾒｲｸ ｱ ｳｲｼｭｵﾌﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ
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手にてつないで点鐘 SONG
春よ来い

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、自己の向上に努1.

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
～ は私の退官記念展があります （竪町美術サロンゆたか 。よろしくお願い致します。本日会長挨拶 3/20 3/28 。 ）

の例会はチェロの土肥様とピアノの日下様です。
土肥 敬（たかし）様 日下（くさか）さち子さん特別ゲスト

金沢北ＲＣ 長谷川塑人様ビジターの紹介
２６１０地区ガバナー顕彰制度に当クラブよりのチャイルドライン石川など幹事報告

の子ども夢フォーラムを推薦したところ発表があり地区大会に於いて、表彰されるこ
とになりました。 （日）本会議Ⅱに於いて。場所は県立音楽堂コンサートホールで4/11
す。

来週の医療フォーラムの意見投稿がまだ少ないのでよろしく。北山吉明職業奉仕委員長
坪倉かなうさんの定期コンサートのチラシがありますのでよろしく。谷ＳＡＡ

¥8,000 ¥589,235 ¥4,070,259ニコニコＢＯＸ 本年度合計 残高
（ ） （ ） 。 。坂口会長 金沢美大退職記念展を３月２０日 土 ～２８日 日 に行います 初日はオープニングをします

本日のチェロとピアノコンサートに家内と参りました。楽しみにしています。石丸会員

お陰様で今年、娘２人が大学に合格しました。ニコボックスします。 明日、金沢大平会員 東海林会員

アートホールで机の上のチラシとプログラムの通り、コンサートを行います。チェロの土肥敬さんに東京から

来て頂きましたので私の姪の日下さち子のピアノと演奏して頂きます。明日のコンサートもよろしかったらお

出かけ下さい。招待券あります。

」講話の時間 「土肥敬氏 日下ちさ子氏 チェロとピアノミニコンサート
（どひ たかし） 桐朋学園紹介 東海林也令子会員 土肥敬

大学及び研究科卒 東ベルリン国立音楽大学、ストックホルム
王立アカデミーに５年間留学。スエーデ
ン、ユーメオ国立音楽アカデミー賞

国立音楽大器楽科ピアノ専日下さち子
攻卒業 ハンガリー国立リスト音楽院に
３年間留学
演奏はエルガーの愛の挨拶、ベートーベ
ンのチェロソナタ、サンサースの白鳥な

点鐘どの美しい調べを聞かせてもらいました。

★吉田 地区パストガバナー一行 名歓迎お知らせ 5010 40
この 年間に 回（内田、湯尻、仲谷ガバナー年度 、 地区友情交換プログラ10 3 2610）
ムとしてアラスカ 地区を訪問いたしました。このプログラムに親身のお世話を5010
頂いたお馴染みのスチーブ吉田 地区パストガバナーがＲＩの文化ミッションで5010
あります「ＲＩＴＨＦ （ ）」 Rotary International Travel Hosting Fellowship
の団長として、一行 名と共に大阪国際大会参加の途中、当地区を訪問されます。40
ご歓迎し を開催致します。 どお願いします。「友情交換の夕べ」 是非ご出席のほ
月 日（日）午後 時より 一万円（当日）ホテル日航金沢5 16 19

★第５回普正寺の森（健民海浜公園）周辺の空き缶拾い
今回も空き缶拾いの後で講師（沼田直子先生で元小児科医
保健所に勤務）のお話を予定しています 「禁煙」にも取り。
組んでおられ 「無理なく禁煙する方法」などを教えていた、
だけます。多数の参加を ３月２８日（日）午前７時３０
分から１１時頃まで（講演会のみの時は寺中会館、車はむ
らた小児科の駐車場をご利用ください 。）
用意するもの：軍手、汚れてもよい服装、雨具、手ぬぐい、など ジュースなど飲み物
はこちらで用意します。
連絡先 ：新世代委員会 村田祐一 携帯電話に転送されます。TEL268-8688

（竪町美術サロンゆたか）会員消息 3/20 3/28～ 坂口國男会長の退官記念展。

5Fホテル日航

通算 回277
22/43 51.16%出席

82%2 月修正出席率

112004.3.11

より新しい事務室で2/29


